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官設飜譯局設置論
—すべからくエス語に飜譯すべし——

帝國大學新聞の最近號に東大敎援三田定則 

氏が醫學者の立場から日本の歸學が最近長足 

の進步をしたが日本で年々多數發表される醫 

學論文は大部分日本語であるから外國の翳學 

界に認められることが少いのは殘念であるが 

併しそれだからといって日本の酱學者のすべ 

てに强制的に外國語で發表さすこともできぬ 

から最もいゝ方法はすべての論文を•一應日本 

語でかゝせて夫を官設の飜譯局を設けて外國 

語に飜譯して發表する樣にするとよいそうす 

れば日本の陽者も外國語の論文を證む位の力 

はあるのだから態々日本語でカ、いた論文を別 

に發表せずともその飜譯局で飜譯した外國語 

書きの論文をよむし外國人は勿論よろこんで 

よむから一擧兩得だといった意味のことを書 

いてをられる〇

醫學者は外國語の硏究なんかやめて專心醫 

學の硏究に沒頭すれば能率增進上どれ位利益 

があがるかわからぬ。鑑學にかぎらぬ何の學 

問でも同じことだ。これは三田博士をまつま 

でもなく誰にもわかることでしかもこのわか 

りきったことが實行されてゐないのだからな 

げかはしい。【比界中のどの國の學者も外國語 

の學習をやめて自國語と國際語だけを學ぶこ 

とにすれば全人類を通じてどの位能率增淮に 

なるかは云ふ迄もない。それが一般世間の人 

々にわかってゐないので我〃エスペランチス 

トの骨が折れるのだ。

三田博士の外國語とは何をさゝれたのだろ 

う。力、りに英語とすれば多數の日本の學者の 

苦心した硏究を日本の學者よりも英米の學者 

にノ、ツキリとしらせるためには官費で飜譯し 

てやらねばならぬとはなげかはしい話である 

三田博士がエスベラントに理解があればきっ 

と外國語といふ代りにエスペラントと云った 

にちがひない。世界各國の學者が運俗科學上 

の著作は自國語で專門學上の論文は國際語で 

發表することにしたら全人類としてどれだけ 

むだな費用がたすかるかわからない。

さしあたり世界中の國のことを議論しても 

始まらないからやめてをくが外國はどうあら 

うとも日本が率先して官設の飜譯局を設けて 

そこですべての學術上の文獻をエス語に飜譯 

することにして日木からドシドシェス語書き 

の文獻を出すことにすれば歐米人は日本人の 

硏;究をよむためにエス語を學習するにちがひ 

ない 歐米人にとってはエス語はーケ月も 

あれば十分自分の專門のものがよめる樣にな 

るのだから心配はいらぬ。

猶さしあたり飜譯局で飜譯するにしても將 

來どの學者も自山に自分の論文をエス語で書 

ける樣にするため中學校の外國語をエス語に 

すればよい。今中學で英語につかってゐる時 

間だけエス語を敎へさせるとすれば中學四年 

間にエス語は自山自在につかひこなせる樣に 

なる——英齧では何等物にならぬが——こと 

は云ふまでもないから髙等程度の學校では別 

に外國語の時間をおく必要がない樣になる。 

從って外阈菇學校の觀のあった高等學校は年 

限を半限することができよう。學制改革はこ 

の邊からすべきである。東洋の盟主たる日本 

が率先してエス語を使用すれば世界の大抵の 

國は之に追隨してくる筈だ。すぐ日木のまね 

をしない國はセイゼイ英米佛獨位だらう。し 

かしこれらの國々も世界の大勢がエス捂へゆ 

けばエス語をやるより外方法がなくなるだら 

う〇國際文化振興會なとが日本紹介に英語を 

用ひてゐるが如きは事大思想の甚しいもので 

ある。まだ明治時代の英米追隨外交主義の迷 

夢と惰性が多分に殘ってゐるからだらう〇找 

々同占は一日も早くこの迷夢をさまさねばな 

る玄い〇 ・ - >
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Reliefo de nia Majstro 
farita el gisfero 
kiel sendito al 

Roma Kongreso
La fervoja trajno, kiu forlasis la urbon 

Morioka je 10 minutoj post la 18-a horo en 

la 14-a tago de julio, prenis kun si reliefon 

de nia Majstro farita el gisfero, ekspeditan 
de Morioka Esperantista Rondo kiel senditon

al nunjara Tutmonda Kongreso de Esperantistoj.
La reliefo estas farita de nia samideano S-ro Ŝinsai Suzuki, gradiĝinto de Tokia 

Belarta kolegio, el gisfero laŭ la tekniko de fabrikado de feraj teboliloj en Nanbu.

En ĉi tiu okazo estas interese por en- kaj eksterlandaj samideanoj priparoli pri gisfero 
en la regiono Nanbu.

La regiono Nanbu situas en la meza kaj orienta parto de la nordorienta distrikto de 
Japana Ĉefinsulo (Honŝuo) kaj estas montoriĉa provinco inter 〇ou・ kaj Kitagami-Montaroj, 

en kies mezo troviĝas la urbo Morioka.
Nanbu estas tre fame konata de malnova tempo tra la tuta Japanujo pro sia 

produktado de multaj teboliloj fabrikitaj el fand让a fenx
Kial oni multe fabrikas feraĵojn en tiu regiono ? La respondo estas tre facila, ĉar 

Ia regiono entenas en sia tero tie abundan kvanton de sabla magnetito (sablo el feroksida 
mineralo).

Kial oni multe ŝatas tranĉilojn, glavojn, bolilojn kaj aliajn vazojn faritajn el gisfero 
en Nanbu ? La respondo ankaŭ estas facila, ĉar la fandita fero el la mineralo produktita 
en Nanbu enhavas sufiĉe multon da titan© kaj la feraĵoj faritaj el ĝi tre malfacile 
rustiĝas.

Antaŭ kelkaj jarcentoj feŭdaj ĉefoj mil让adis inter si ĉie en Japanujo, kaj tiam sabla 
fermineralo en Nanbu estis uzata ĉefe por fari armilojn.

Sed post kiam la longe daŭrintaz civila miHto malaperis kaj la ŝoguna registaro de 

Tokugaŭa ekregis la tutan Japanujon, en ĉiuj feŭdoj de daimioj (feŭdaj ĉefoj) komencis 
re： rosperi kulturo kaj ankaŭ ekreprosperis malnova arto de teservado (ĉanoju——la arto 

de ceremonio per servado de teo), kiu prosperis jam en la epokoj Higaŝijama kaj Momojama 
(tiam Japanujo ne estis tiel paca kaj estis minacata de baldaŭ okazontaj civilmilitoj), 

ĉar en ĝi troviĝas kvieteco, soleco kaj eleganteco, kiuj karakterizas japanojn aŭ 
orientanoj.

Laŭ la prospero de tiu arto de teservado &e en la lando vigliĝis la fabrikado de 

teserviloj. Sed Nanbu estis en la norda ekstremo de la civilizo de la tiama Japanujo 



213

kaj tial ne ricevis grandan influon de ĝi.
En la 2-a jaro de Manji (1659 p. K.) Ŝigenao Nanbu, la 28-a daimio en tiu regiono, 

vidante ke en la regiono ne troviĝas bona feraĵfaristo, venigis teknikistojn el ambaŭ 

skoloj Aŝija kaj Tenmei, kiuj havis grandan progreson en la norda parto de Kiuŝuo kaj 
ordenis al ili fabriki teservilojn, sonorilegojn, pafilegojn kaj aliajn.

La tekaldronoj faritaj tiam el gisfero en Nanbu multe heredes la tradiciojn de Higaŝi- 
jama kaj Momojama epokoj en sia formo, kvalito de la surfaco, desegnaĵoj sur la surfaco 
kaj poluro kaj la kvalito de fero uzata estas eleganta kaj fortika kaj neniam eligas ferajn

guston kaj odoron uzate en teservado.
Tiuj estas la kaŭzoj, kiuj tiel famigis 

Nanb^ajn tekaldronojn tra la tuta lando.
Dum du jarcentoj la tekniko estis 

heredita kaj plibonigita je kelkaj punktoj 
kaj tenis daŭre sian bonan reputac on de 
Ia fabrikaĵoj.

Post la disfalo de la ŝcguna regado 

de Tokugaŭa kaj stariĝo de nova regado 

de Meiĵi-registaro la tekaldrono aliformigis 
sin en ferante bolilon tre populare uzatan 
kaj laŭ la industria politiko de F nova 

registaro ĝi estas tre vaste uzata tra la per uruŝio farita de Nizacnion la Naŭa・ 
tuta land〇・

Nuntempe ĉiujare disvendiĝas 400,000 enojn da feraj boliloj・ しastatempe oni ne uzas 
kiel materialojn gisferon el sabla magnetito sed nur uzas tiun farita en altfornego, sed 

tamen pro Ia speciala tekniko de glazurado per uruŝio (japana lako) oni povas daŭre 

ĝui la famon tradician, ke la tebolilo ke Nanbu neniam rustiĝas・ Oni ankaŭ povas trovi 
en ĝi progresojn en la formo kaj figuraĵoj sur la surfaco krom la tradicia beleco.

Feraj tebolilcĵ nuntempaj glazuritaj

Nun oni fabrikas ne nur tebolilojn sed ankaŭ kadraĵojn, florvazojn, ornamajn ĥgurojn 
aŭ statuetojn kaj aliajn artaĵojn. La estonto de la Nanbu-feraĵoj estas esperoplena・

Estas bana ideo ke niaj samideanoj 
en Morioka komisiis la fabrikadon de 

reliefo de nia Majstro el gisfero laŭ la 

distingita tekniko de Nanbu-tebolilo 
al S-ro Suzuki, kiu sin okupas je ilia 

fabrikado, ĉar per tio unuflanke ili 
povis doni malkare al ni reliefojn 

de nia Majstro ne facile rompeblajn

Kaldrono " RooSoo " farita el gisfero el 
sabla iermineralo antaŭ cent kelkdek 
jaroj. Nizaernon la Kvara ĝin faris<
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kaj aliflanke tiele diskonigi la bonkvalitan Nanbu- 
gisferon tra la tuta mondo pere de esperantistoj.

Okaze de la ekvendo de tiu reliefo Morioka
Esperantista Rondo ekspedis unue faritan reliefon 
kiel donacon al la kongreso en Romo.

Rimarkoj de la redakcio : La materialojn de ĉi 
supra artikolo afable kolektis kaj aranĝis S-roj 
Macuki, Ookaŭa, Segaŭa kaj aliaj de Morioka Esp
ista Rondo laŭ la rakonto de S-ro Seiiĉi Koizumi» 
Nizaemon la Naŭa. La fotografaĵojn fotografis S-roj 
Macuki, Satoo, 〇okaŭa kaj Segaŭa.

(第220頁脚註］

・小坂狷二先生は"La Revuo Orienta n昭和六年九

j二十冇五年(Skizeto de la Esperantista
movado en Japnanujo) に於いて〇世界語》はその 

第七阪から和エス小騎典を附加したため增頁と解說し

て居られ■同時に之れが從來の定說となってゐたのであ 

るが、偶々雜誌“趣味”所振の廣吿文から示唆を受け、 

今回JEIの御助力と大連市・寛太郞Kの御厚意とを倖 

ひして次の事實を詳にするを得た。卽ち該書 

はその第六版(明治39,10, 28發兌)から新 

に「國語世界語對譯字書」を附加したばかり 

ではなく更に文法篇に一章を添加するなど總

Sonorilego farita de Nizae
mon la Unim antaŭ du cent
kelkdek jaroj, kiu nun estas 
metita cc Iŭate-parko kaj 
sonoranoncas horojn・

C216頁よりっじく)

Tiam li kolektas siajn foriojn • • • kaj puŝas

月號所載:回|

頁數において從前の二借といふ大增補を行っ la veturilon kun tia forto, ke ĝi renversiĝas
てゐるのである。 sur alian flankon. (FK 61/12)
*・旣出:回顧二十有五年。

杆关尤も“國際語”・がEsp.の譯語とし 

て据えられる代りに“世界語”が採擇され 

たといふ事それ自體、或は彼の理解の限界を 

7Ĥすものであるかも知れない。併しながら、 

このことの故に、その不備不充分なる言葉に 

も拘らず彼の思惟が可なり正鵠にEsp.の本 

質を衝いてゐたといふ點を見逃してはならな 

いであろう〇

阈際屮繼放送にエス語をB く

去る6月23日オランダ國アムステルダム 

の Katolika Brcxlkasta Korporacio 放送局か 

らの和B0音樂を日本で中繼したものゝアナウ 

ンスに數ケ國語が用ひられその中にエス語が 

入って來た。各地の同志できいた方がある。 

ヨー ロッパではエス語のアナウンスは珍しく 

ないが口本で中繼したのでは初めてらしいの 

で大變感徼された。これをきいた方々はぜひ 

上記放送局へdankleteroをおくられたし。 

すると彼は力を入れ……えらい力で押した 

ので車は反對側にひっくり反へる。

依て『一生懸命に，力のかぎりに』は

Per siaj tutaj fortoj li ĵetegis la seĝon 
sur la plankon! (Rz 10/3)

カー杯椅壬を床へ投げつけた。

La granda Niko devis kuri per ĉiuj siaj 
fortoj. (FI 12/25)

大二-コは一生懸命逃出した〇

Jam simpla kaj aparta homo devas per 
ĉiuj fortoj gardi sian vivon. (H 97/18)
個人平民は懸命に白分で生命を守らねば;〉 

らなくなった。

序乍以

(per forto = perforte 力づ く で，腕づく 
しで，無理に

kun forton forte 强 く

來月號は「中筹學校英語問題とエス」特緝號
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EL PAPERKORBO
DE GRAMATIKULO

(7 )

XXII. 抽象名詞と複對

・..Esp.の造語理論としては語根自身品詞 

の區別を有するとするのがといことは人の知 

る通り。例へばfrafは名詞の惠味（=hom' 
= ul，= o）であるから『友愛,兄弟愛』卽ち 

frat* たる性質（kval卍丄ec=a）を示す名詞 

（〇）はfratecoとecを入れねばならぬ（fraf- 
ec-o=o-a-o）〇然るに語根bel'は『美しい』 

と云ふ形容詞,卽ち性質（kvalit'=ec=a）の 

意味であるから『美しさ』卽ち美しいと云ふ 

性質（a）を示す窗詞（〇）はbelo （= ec-o= 
a-o）とすればよい。Beleco （t =a-a-oであ 

るから，そのecはpleonasmo （餘分,贅物） 

である。『美しい物』は美しいと去ふkvalif 
を有する物ajの意であるからbelaj' （=ec- 
o=a-o）である。但しEsp.文法としては文 

中の役口を明確ならしむるため語尾はP^°~ 
nasmaでも必ずつける。卽ちbelaĵo=a-o- 
（■■〇）。是は語根fraf （=〇）だけでも名詞の意 

であるが文中には-〇を蛇足して名詞たるこ 

とを示し,frato = 〇 （・〇）として用ひるのと同 

樣である。『美しい人』は美しいと云ふkvalit' 
（=ec=a）をもする者（hom' = ul=o）の意で 

あるからbelul（o）=a-o（-o）とせねばなじ〉ぬ。 

然し人間は言葉く或はすべてうを支配する經 

濟原則 principo de miniinuna peno （骨惜 

しみの原理）によって出來るだけ簡略に云ひ 

たがるものである。例へば『飯及びお菜を食 

はせてく才し』と云と、べきを,わかる場合には 

『飯を食はせてくれ』で間に合はせる。Belaĵo, 
beluloなども前後の關係（kunteksto）でわ 

カ寸しば之をbeloと云ふことも無きにしもあ 

らずである。Hamleto第四幕第五場（H123/ 
16）で狂亂のOfelioが歌って□く

Mia kara, mia belo •
Estis brava juna dano …

に於てbeloは『美しのお方』beluloの意で 

ある。

K. OSSAKA

又前揭belecoはpleonasmoであると云Ĵ 
ったが，是は『誤謬』であると云ふ意味では 

ない。人間の言葉としてはpleonasmo （賢 

語）は日常使用され,利用される。『松』と云 

へば木の事であるが,『松の木』と云ふpleo
nasmo は誤であるとは云へぬ。場合によっ 

てはpleonasmoはその剩餘價値として言葉 

の意味をemfazi （强調）するに履々利用さ 

れる。『然り』はJes!でわかるのだが，Jes, 
jes!と云へばemfazaである〇 Belecoは元 

來beloと同意義であるが餘分なecが蛇足 

されてゐるのでkvalito〔何々さ）の 意が 

emfaziされて來る。一體同じ意味の語が二 

っあればその形の差異により使用中口然とそ 

れから受ける印象が異り，氣分が變って來て 

その含む意味介の範圍が分れて來るものであ 

る。卽ち人間の言葉には絕對^な同意語は存 

在しないと云へる。Bela『美しい』〜belo 
『美』であって，beleco （a-a-o）^belo（a-o）で 

あるが,belecoとなると;?美』の强調された 

氣分,丁度日本語『美』と『美しさ』とは同じ 

意味であるが，幾另氣持がちがふのと同じ樣 

な結果を生ずる。Kvalitoを示す形容詞から 

由來した語であるからabstrakta nomo （.抽 

象名詞,無形名詞）であるが，beloの方は 

konkreta nomo（具象名詞,有形名詞）の 

belaĵo, beluloの省略にも用ひられるため，强 

調された形belecoよりも幾分吾人にpli 
konkrete abstrakta 或は sub-konkreta な 

氣持を與へる……

と,以上は實は前置きである。無形名詞も 

pli konkreteに用ひられることがあり,この 

場合は複數の觀念も存在し得る。例へは動詞 

の語根labor,（=ag'=ad = i）から作った名詞 

laboro （ag-o^ad-o=i-o）は元來labor なる動 

作をする⑴こと（〇）と云ふ動作を示す無形 

名詞であるが,次の二つのnuancojを有する:

（1） 本來の pure abstrakta senco :
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『働くこと，勞働(すること)』これを 

强詞して示すには pleonasma "ad" 
を入れ=laborado・

⑵ sub・konkreta senco:『ーと働き』〇こ 

の場合には!aboroj (幾多の働き;)と 

複數形になし得る。

Fort(a)カ强き，カある-*  Forto:
(1) 强さ，力Cある事forteco.
(2) (出す)力(力にも一の力あり，十人 

力もあるわけ)：forto, fortoj.
實例:

Multe da arto kaj penoj estis eluzita. 
(FII 105/9).

人爲〔一般的に『わざの丹睛を盡した。

Efektive, ni ekstreme bezonas plenan 
vortaregon, kiu enhavus ne sole &ujn 
vortojn de la ordinara vivo, sed ankaŭ 
Eiujn vortojn teknikajn de ĉiuj sciencoj, 
artoj kaj metioj. (OV 255/-5)
成程日用話のみならず諸科學(物理,化學 

等々)，諸藝術C繪畫,彫刻等々技藝の專 

門語を網羅する大字典を必要とする。

La homfratiga ideo flame instigas min 
labori, malgraŭ ĉia malfacileco kaj ĉiuj 
malhelpoj. (OV 406/25)

四海兄弟の思想は色々な困難,すべての妨 

碍(=malhelpaĵoj)にあっても吾人をして 

勇躍して働かしめる。

Oni afable proponis al ŝi, ke ŝi restu en 
la palaco kaj vivu en lukso kaj ĝojoj- (F III 

10/8)
宮中に留まって榮華幸福に暮したらどうだ ・ 

と云ってくれた。

Dio amasigas sur mi ĝojojn kaj honorojn. 
(FUI 10/8)

矢蔭彖で幸福榮譽を身に亨けてゐる。

Inter familiaj kaj devoj kvin jaroj 
pasis por la virino feliĉe kaj rapide. (M 
15/-6)
家庭の喜びと務めの中に五年が夢の樣に過 

ぎた。

Gi ne estis ia bildo el la pasintaj ĝojoj 
kaj feliĉo、kontraŭe ĝi prezentis per si 
momenton de senlima doloro. (M 180/2リ 

過ぎし喜び(何度びもの喜び)と幸福(抽 

象的に幸福)の思ひ出ではなく,無限のな 

やみの瞬間だけの想出。

Ho, miaj esperoj! miaj revoj \ (Rt 8/8) 
おおわが希望cもろもろの希瑾をかけたそ 

の希望)が!わがあこがれカ;！

Nia diligenta Kolegaro
En laboro paca ne laciĝos.
平和の勞仕(=laborado)に疲まず。

Kiom da tempo, laboroj kaj materialaj 
rimedoj estas perdita por tio.
莫大な時間,勞苦,物質的な手段が孙駄に 

なったことであらう〇 (FK 241/-5)
Tio ĉi englutas ja neproduktive grandegan 

multon da laboroj kaj mono. (FK 278/5)
此事は多大な勞苦と金錢とを不纶產的に食

Ankoraŭ unu fojon oni devas humiligi 
al Ia forto de cirkonstancoj.

またもや四周の事fi?の力(=potenco)に頭 

を下トヂオよばならぬ。

Lia potenco konsistas el diversaj ioj, el 
kiuj ĉiu aparte per si mem estas ne grava, 
sed ĉiuj kune donas al li grandan forton. 
(LR 55/-3)

彼の力c權勢)あるのは色々な點が集って 

であるが，それ.等の點は別々に見ればたい 

した所ではないのだが，合すると偉大な力 

を(=povon)與へてゐるのだ。

Lia energio denove vekiĝas en sia tuta 
forto. (FK 102/7)

彼の精力はカー杯に(畏髙のカ度=forteco, 
伴て單數形)涌きあがった。

Ŝi jam ne kuris. Mankis jam al ŝi fortoj. 
(M 236/5)
走るのをやめた。もう力がc一の力も二の 

ヵも=fizikaj fortoj)盡きた。

Tio ĉi estas super &uj homaj fortoj \ 
(FK 101/-2)

これや人力均上Cで如何ともしがたい)。

Ciu jaro potence pli grandigas niajn 
fortojn^ kaj ni iras al nia celo jam kun 
plena trankvileco. (OV 376/-13)
年月は吾人の力を增加して吳れる。

〔以下214頁へ續く;]

4
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エロ シェンコミ私

（7月13日しuma Rondoでの講演拔萃）

私とエロシェンコとのことについては一却乍 

年私の誕生五十年紀念の會をひらいて下さっ 

た時皆樣の前で申上げましたがこゝでばその 

時申上げなかったことやその他について多少 

の重複をいとはず御話することに致します。

大體私とエロシエンコとの關係については 

そのうちに出る私の五十年譜の中へ書いてを 

きましたが今主としてそれの中の材料をとつ 

てお話致しませう。私個人の事をFB上げては 

失禮ですが私の見たエロシェンコ、私に影響 

を與へたエロシェンコのお話ですからこれも 

やむをえません。

エロシェンコが來朝しましたのは1915年 

C大正4年）で丁度その時分は私個人にとって 

は苦難と觀念主義の時代とも云ふべき時期で 

私の甘邊には少からずいろいろな六ヶ敷事件 

が相ついでおこった時でそのため私自身は殆 

んど絶望の氣持をもってゐた時で生に對する 

執着もなく簡單に歹Eねるものなら死んでしま 

った方がよいといふ位の氣持をいだいてゐた 

時なんです。

丁度そういった氣持の時エロシェンコが來 

めしたのです。彼に接しエスベラントを通じ 

て彼といろいろ話し彼を通じてヨー□ッバ人 

の生活といふものについてもいろいろと話を 

きく樣になって口分の氣持の上に大きな變化 

をうけることになりました。

といっても別にエロシェンコが偉大な人物 

でその感化をうけたといふ樣な意味ではない 

のですーー大體如何なる時代にも一人の人物 

がその口$代をつくりあげるなんていふことは 

ないわけですが特にエロシェンコはそういっ 

た伸人といふ印象をうける人ではなし---- と 

にかく彼に接し彼からいろいろヨーロツパの 

ことをきくにつけて考へ方に變化がおこった 

わけです。 •

私はエpシェンコが來て日本のエスペラン 

ト界は天分色彩がかはったと思ってゐます。

・ 秋田雨雀（談）

エロシェンコカ:こない以前のエスペラシチス 

トとそ扌也後のエスペランチストとの間に大 

きな差がある樣に思ひます。ーーといっては 

例外はありますが一何にしてもエロシ.エン 

コはエス語の活用といふことを我々日本の工 

スペランチストに敎へてくれたと思ひます。

明治卅九年に我國へ始めてエスペラントを 

書物で紹介した二葉亭四迷は自分自身エスペ 

ラントを十分やった樣ではないし乂彼自身の 

思想もどちらかといへば國家主義的なものを 

もってゐた樣です。彼はロシャ人にすゝめら 

れて日本にエスベラントを紹介した人です。

それに比べてエロシェンコは本當の意味で 

の Homaranismanoの氣を持もってゐたわ 

けです。

私はエロシエンコにあっていろんな意味で 

うる所が多かった樣に思ひます。彼は日本に 

滯在中日本語をおぼえて童話や小説を書きま 

して日本の雜誌等にのせました。

1916年には私はエロシェンコと竹久夢二 

君と三人で水戶へ演說にいったことを覺えて 

ゐます。その畤はエロシェンコはロシャの女 

性問題について講演しまして私はそれを通譯 

しました。水戶といふ町は永い町だといふこ 

とをエロシェンコカ•:何かへ書いた'のもその時 

のことです。 ・

同年の七月にエロシェンコは日本からシャ 

厶へ行きました。なぜ彼はシャムへなどいっ 

たかについては十分その氣持が判らないので 

すがとにかく彼の空想家的な氣持にかられて 

いったんぢゃないかと思ふのです。

とにかく彼は目が見えないのです。ー股に 

眼あきは眼があいてゐるため近くのもののみ 

ならず遠•ぐのものもみえるのでさのみ好奇心 

がおこらないのですが盲人は眼がみえません 

から誰しも非常な好奇心のつよいもので何物 

でも手にふれてみなければ承知しないといふ 

氣持がっよいのです。我々眼あきなら外國の 
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・ことは本でよんだり寫負で見ればすみますが 

宵人は實際に出かけてつ行て手をふれてみな 

いと氣がすまぬわけでエロシェンコのシャム 

行もおそらくこういった彼の好奇心が大いに 

動いたのではないかと思ふのです。

彼自身は弱小民族の生活狀態を見てくるの 

だと言ってゐました。その年から1919年ま 

で彼は日本に居らなかったわけです。

彼の日本におらぬ時代に日本ではいろんな 

ことがおりました。ロシャでももとアンドレ 

ーフの束方主義とゴリキーの西方主義の論爭 

がありましたがそれが相ついでおこった革命 

で政治的形體に於てこの問題の解決を示した 

結果になりました。

その時分liberalistojが大體中心になって 

できてゐる赤い帽?・の會といふのが生れ私も 

その會員でした。何のためそんな會があった 

か今あんまり記憶がないのですがその會でタ 

ゴールを横濱へむかへにいったことなどおぼ 

えてゐます〇

1918¢は日本をデモクラシーが風

代で文藝家のみならず學者政治家學生の間で 

もデモクラシー謳歌の聲がさかんにおこりま 

した。そのデモクラシーが更に進んで自由主 

義思想にすゝみました。・

1919年にエロシェンコはインドからおくり 

かへされて日本へ歸ってきました。印度から 

危險人物として英國政府に追放されてやって 

きたわけです。ーー彼はちっとも危險な人物 

ぢゃないのですが——〇

私は彼が歸ってから間もなく一緖に口動車 

で出獄する神近さんをむかえに行ったことを 

記僚してゐます。 ・ヽ・…ゝ
1920年は日本に外國のエスペランチストが 

澤山ゐた時代で日本のエスペラント史上に於 

て或意味での黃金時代とも云ふべき年です。 

例へば、ロシャの牧師でエス船演說のとても 

うまかったSeriŝevだとか、同じロシャ人の 

Kuznecovだとか商人で熱心なDickだとか 

Eroŝenko だとかフィンランド公使で言語學 

者だったRamstedt廊士などずいぶん澤山の 

外人が東京にありました。そして日本のエス 

ペラントもこれらの人々によって大分刺戟さ 

れることが多かった。エス語の言語技術の上 

からも又エス語の實際的活用の上からも非常 

に當時の若いエスベランチストに影響をあた 

へました。

1921キは自由主義の勃興した時代でそれが 

一步すゝんで Marksismoの方面へ發展する 

樣な機運になって4種蒔く人かが發行された 
のもその時でした。 :：:ゝ・蹒』

ところでエロシェンコはその年の6月26日 

に日本を追放されました。何故エロシエンコ 

が日本から追放されねばならなかったかは明 

かではありませんが——とにかく彼はMar
ksisto でも何でもなかったのですから——彼 

の口由な思想が當時の有年にいろんな意味で 

の感化をあたへるといふ點をきらったらしい 

のです。彼はいろんな會に出ましたから。

彼の追放については一說には英國が彼を印 

度から追放した時日本からも逍放すべきだと 

いふことを云ってよこしたのでH本の當時:の 

英米追隨外交の結果エロシェンコの追放をみ 

たのだといふ人がありますがしかしそれはど 

うでせうか。

エロシェンコの追放について私と有島武郞 

君とで弊視廳へねぢこんでエロシェンコは社 

會主義者でも何でもない唯の詩人ぢゃないか 

といったんですがいや詩人が困るんですとい 

ふ返答なんかきかされて苦笑しました。しか 

し何にしてもこの時エロシェンコは旣にウラ 

ヂ才へ追放されてゐました。

彼はウラヂオでエス會の會長のVonahoの 

所でしばらく世話になってゐました。Vonaho 
はよく日本のエスペランチストの世話をして 

くれた人です。エロシェンコはウラヂオから 

チタへ出現するつもりで私の所へそういった 

手紙をよこしました。

併し彼は、チタへゆかずに北京へゆきまし 

た。どういふ事情で北京へいったかはしりま 

せん。北京では咋年日本へ來た日本語の達者 

な北京大學の敎授の周作人氏の家に厄介にな 

ってゐました。

エロシェンコは眼が見えなかったが日本に 

ゐる時に芝居をみたり映畫を見ました。そし 

て批評までしました。盲目で芝居を見るとい 

ふのは變ですか同伴者の說明をきいてある程 

度直觀でわかったらしいのです。
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北京で备彼は芝居を見にいったらしいです 

併し支那の芝居は日本の芝居の樣に動作が多 

くなく日本の能の樣に動きの小さいむづかし 

いものですから目口の彼にはサッパリわから 

なかったのでせう。それで申報に大鷹にも支 

那劇をこきおろした批抨を發表しました。之 

に對しては支那の各方面の劇通家から反駁さ 

九た樣です。しかし彼は頑固に自說を固持し 

た樣で彼はこういったかたくなな所があった 

樣です。そんなことがあったりして彼は支那 

を去ってロシャへかへっていったのです。

彼の迫放された後の日木ではプロレクリヤ 

文學がさかんになった。彼がその原動力とい 

ふわけでも何でもないにしても彼の影響をう 

けた人もかなり多かった筈です。Lかし彼自 

身はどちらかといふと理想主義的なユ-トピ 

ヤ思想をもった、又ある意味ではアナルキス 

タな氣持や人道主義的な氣持の多い人物でし 

た。. ' ・;

私がロシヤへいった時モスコーで盲人の人 

會があった。その時は大變な盛會でしたが彼 

は當時大學のprofesoroをしてゐて非常に幅 

をきかせていました。彼はその大會で私の日 

本語演說——その時は私はエス語でやるか日 

本語でやるか問題になったのですが各民族の 

接觸といふ意味でn木語でやることになりま 

したーーを通譯しました。彼がロシャ語とは 

全くむがった日本語をうまく通譯したので歹I 
席の盲人達も…曆彼に敬意を拂った樣です。

エロシェンコはこうして盲人のために働き 

又盲人の間にエスペラントの宣^^をやってゐ 

た力漲近犬學をやめたときいた。その後彼住 

どこにゐるのか私はしらない。

彼は何にしても日木へ來てゐる間にロシャ 

は急轉回をしてしまったし彼が日本にプロレ 

タリヤの運動が勃興するよりも以後に日本を 

去ってゐたのでつまり彼が世界を流浪してゐ 

る間にこういった人きな社會的變革や思想の 

急轉回にぶつかる機會をのがしてしまったわ’ 

けです。これは彼にとっては大きな不幸であ 

ったと思ふ。彼の考へ方のうちに十分な飛躍 

を見られないのもこのためであらう〇

それにしても彼に感化されたもの彼に剌戟 

された幾多の人々——特に我々エスペランチ 

ストは生長しつ、あることはよろこばしい。

我々は彼ご多幸をいのりたい。

〔注意〕——これは講演の•要點と特に我々工 

スペランチストに興味深い部分とを記者の記 

憶に從って拔萃的に書いたものですから秋山 

氏の講演をdeformiしたかもしれませんこ 

とをこゝにおわびします。

Feliĉaj estas la
Dormantaj

Rinzo Okumura

Dormo lin atakas.
Vekiĝanto mokas
L' amindan

Dormanton.

En leciona hori

Tamen Ii luliĝas.

Li agrable sonĝas・

L' aminda . .

Dormanto...

Lulkant' de V profesoご.

Maltrankvilo
Masao Nisimuha

Lavange falas mi en valon maltrankvilan 

aŭdinte ke vi estas en malsanolito, 

la sango faras trakuradon la deliran, 

korbato freneziĝas jam sen intermito.

Sidiĝas mi kaj penas sed ne trankviliĝas, 

korbato kontraŭ mia volo ja ribelas, 

kaj ni ekstaras kaj tuj baldaŭ mi sidiĝas, 

ventege maltrankvilo tute nin forpelas-
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二葉亭四迷と く世界語〉

井・上

L. L. Zamenhofの手によって此の世界 

に時に或は奇蹟とも呼ばれやう《偉大》— 

Unua libroーーが齎らされた七月が、同時に 

また日本Esp.運動史に燿まかしいひとつの 

星を加へ得た記念すべき月の名であるといふ 

斯の暗合は・種の感慨を以てわれわれの胸を 

搖り動かすであらう。

ひとつの星——この國最初のEsp.獨習書 

«世思語》は彼の« Lingvo Internacia ・が 

上梓されてか以二十年|| • R露の殲塵漸く收 

まった明治三十九年 <19065の七冃二十一日、 

長谷川二葉亨によってEsp.戰線の若い兵士 

たちの手に渡された。

周知の如く、Esp.の歷史はこの明治三十九 

年が、日本エスペラント協會(Nippon Espe
ranto Societo)、H本エスペラント協會(Japa
na Esperantista Asocio)、エスペラン ト語學 

校第一回R本エスペラント犬會、等々の花输 

に飾られた組織的普及時代とも稱すべき現段 

陆の最初の口であることを語ってゐる。而し 

て此の一年間にEsp.に關するハ種の書籍が 

市場に現れたといふ事實は、より雄辯に、よ 

り端的にその暴風的展開の道を傳へるもの 

であらう〇 •'

Japana Esperantista Asocio 關機誌"La 
Japana Esperantisto vは「未だ完備せるも 

のにあらざれば」と評し、著者自身も「余は 

白地に言へば硏究日尙ほ淺く此語に於て通ぜ 

ざる所尙ほ甚だ多し」と吿白して世に問ふた 

«世界語》——文法•會話•讚方及譯漬・凡 

例•エス和辭書その他から成り「ドクトル•ザ 

メンゴフ及ポストニコフ兩先生に」dediĉiさ 
れた10x16.5 cm.七十頁・の小册子は、然 

しながら、當時にあっては最も秀拔•類書に 

比しては最も出色の獨習書であった。その內 

容その寿潮、如何に此の書が世の歡迎すると 

ころとなり、「標準的硏究書」となったかは小 

m:先生の言葉杆に俟つまでもなく、前揭 

“La Japana Esperantisto ” 創刊號(明治39, 
8, 5發兌)が其の誌上に「協會にてエスペラ 

ント語硏究用として取敢へず簡單なる手引樣 

のものを編輯巾の處今冋靄國浦勰エスペラン 

ト協會々員、.長谷川二葉亭氏は同樣のもの世 

界語(定價貳拾錢郵稅二錢)を東京神田表神 

保町彩罢閣より出版せられたるにつき、硏究 

者は之を用ふるを得べきを以て、本會は別に 

完備せる大字書其他を出版することに決し手 

引の出扳は見合せたり」の記事を揭げたのは、 

旣に第四版發兌の後であり、忽ち七八版を重 

ねたといふことに徴しても匪瞭であらうと思

二葉亭とEsp.とを結びつけた明治三十五 

年(1902)のVladivostokoは僅々十餘日を 

彼に與へたのみであり.從って彼は同地の有 

力なる實茉家にしてヱスペラント協會々頭ポ 

氏に・彼自身の表現を借りれば「唯アルファペ 

ットの讚み方を敎へて貰っただけの事1!でお 

った。そして亦、當持の彼にとってはEsp. Z 
習學はただ單に一外交的手段にしヵ、過ぎなか 

った。にも拘りず、《世界誌》例言を讚み、『ヱ 

スペラントの話』(汝學世界•明治39、10)を聽 

くもの恐らくは齊しく承認するであらうやう 

に、彼は後年幾何かの硏究によってEsp.の優 

越性を可なり適確に把握してゐたのでる严・ 

想へば寧ろ驚異に値し、再思すればこれ亦極 

めて當然だとも言はれやうではないか!

蓋し、“藝術と實踐''問題のH本文學への 

按撕背•言文一致體小說の創始者二葉亭四迷 

によって、この國Esp・史の藜坍が聲髙く唄 

ひ上げられたといふ事は强ち怪しむにも當ら 

ないであら5 〇

世界共通語の觀念が人類の頭腦を掠めてか 

ら三千年、それが哲學的に思索せられてから 

三百年、Zamenhofによって形態づげられて 

から五十年——そして漸く眞に大衆のものと 

なりつつあるEsperanto!
《世界語》出でて三十年、敬愛するPioniro 

は微かにしかしカ强く ・いま荊棘刀戰列に立 

っわれわれに呼びかける;希卑の聲で呼びか 

ける!〔脚註は214頁へ〕
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世の英語敎師に捧ぐ
ーー英•語敎篩にエス語の硏究は遛對必要なり一

金澤商«« Ŝ8 菅野祐治

愛する友よ。

この前の手紙「英語の敎師なればこそ」お 

讀み下すった由・然しまだエス語をやる處ま 

で決心がつきかねる由、困った事ですが、ま 

た無理もありません。君に對するあの私信が 

偶然公表されてから、かなりの反響がありま 

す。共鳴してくれる方もありますが、また妙な 

*反對をなさる方もあります。然し「英語敎備に 

エス語の硏究は絕對必要なり」との私の信念 

は少しも變り養せん。却って益々强まる許り 

です。今日はその所以を簡單に書途ってみた 

く存じます。幸に御髙覽に與り得ば光榮です。

1.英語敎師はエス語の學習によって言語 

的素養をゆたかにする爭が出來ます。

英話敎師には英語の知識の外に出 ればラ 

テン、ギリシャ其他近世西歐諳の、せめて初 

步の知識なりと望ましく存じます。それらを 

知って居ると云ふ事は直接授業上には必要も 

ないでせうが.兎に角それらを知って居ると 

云ふ事は大變な强みです。殊に今日現に英語 

敎師の職にある人の中には單に英語を知って 

居ると云ふ丈で言語的素養のさまで豐かでな 

い人がかなりにあります。例へば一般的に云 

ってタト語、髙師、大罩英文科などの純語夢畑出 

身の方々に比べて他の學校の出身の方々はそ 

れ程言語的素養が战かでないとみるの力妥當 

でせう。然し上述の諸國語を今更學習すると 

云ふ事は困難です。とてもその時問がありま 

せん。每日の授業、その準備、答案點檢、學 

級主任事務等々に逐'まれ敎師と云ふ者も世間 

が考へる程ひまなものでは御座いません。然 

しエス語の學習だったら其の餘暇に充分出來 

ます。然もエス語の語彙は上述西歐各國語の 

中で最も根本的共通的なものを選んである丈 

に.エス語を知ると云ふ事は直ちに其等の各 

語の各々に就てその若干を知ると云ふ耳匸にな 

ります。これに就てはブリヴァー博士が「若 

し我々がエス語を學ぶならば、西歐各國語卽 

ちエス語を生んだ丙胎と云ふべき西歐各國語 

を知るに大變役立つ」と云ふ意味の事を申し 

て居りますし、又黑板勝美博士も「エスペラ 

ントの性質が歐洲各國語の標準語普通詰とも 

云ふべきものであるから、エス語は歐洲語を 

學ぶ邈備として是非學ぶべきものであろ。一 

國わ語を硏究するにしても先づ普通語を學ん 

で然る後各種の方言に及ばなければならぬで 

はないか。卽ちエス語を知る者は旣に英语な 

り佛語なり僵逸語なりの大部分を知る者であ 

る」と云って居られます。

2.エス語の學習により初めて英語とは一 

體どんな言語かと云ふ事が分ります。

英語とは・體どんな形をした言話かと云ふ 

班は英語をやって居た丈では決して分りませ 

ん。山の外に立ってみて初めて山の全體の姿 

を觀て取る事が出來る樣に、エス語を硏究 

してみてはじめて英語の姿がはっきり分るの 

ですe

英語は極めて偏したことばです。乂理窟よ 

りも習憤を巫んずる言語です。それ丈に外國 

人には學習がとても困難です。尤も英國人自 

身にとってさへ實際は闲難なのです。英國人 

エッス・ルモント博上英語を評して日く「ああ 

恐ろしき國語よ・かかる語を赁面冃に學習す 

る人には一生が短か過ぎる」。と

然し英語敎師は英語に中奇して居りますか 

ら.それが半徒にとって學習が困難であると 

云ふ事が本當に理解出來ません。英語の成績 

の上らないのは唯生徙がスポーツに許りふけ 

って毎日の豫習復習をサボルからだと許りし 

か思はれません。現に私がそうでした。エス 

語をやる迄、私には英語がむづかしいと云ふ 

事がどうにも合黜が行きませんでした。「算術 

がむづかしいと云ふのなら分る。然し・體英 

語の何處がむづかしいんだ!」とよく壹年生 

にどなり立てたものです。今となれば冷汗も 

のですが。

エス語を學習してみて初めて英語の姿が分 

りその學習の困難さが痛感され、初めて生徒 
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に對し“敎師らしい"本當の理解と同情を以 

て懇切に指導する事が出來るのです。

3. 然もエス語の學習は英語敎師にとって 

は正に一擧手一投足の勞なのです。

何故って犬多數の單語は厚ばずして知る事 

が出來ます氐の。歐洲各匿・語の言集の內にあ 

る語根は各々その約75%位はエス語の中に 

發見する事が出來ます。全部の單語を初めか 

ら學ばねばならない普通の人に比べたら英語 

敎師は何と大きな特典を持つ事でせう。ほん 

の少しの勞によって現に人類が持つ最髙の言 

語の習得が出來るのに、それをやらないとは 

實にもったいない事の極みと申さねばなりせ 

まん〇

4. エス語の學習によって英語の力がつき 

ます。

エスペランチストは原則として同志間では 

常にエス語で話しエス語で文通します。力、く 

して何時も、日木語ではなく、西歐式の語の 

配列の順序で考へたり、話したりして居りま 

すかち必要があって英語でしゃべる場合非常 

に樂にしゃべられます。每日意識的に少しも 

英語を勉强しないのに知らぬ間に英語が上達 

して居ります。實例を擧げてみませう。昨夕 

私は舊知の米人に久しぶりで手紙を書きまし 

た〇 その中で"As I am now devoted to 
the study of Esperanto, I am quite happy, 
healthy and life-enjoying.n と一氣に,全く 

うっかり書いてしまひま（"た。後でハツと氣 

が付きましたー・體こんな字があったか知らん 

辭書を引いてみると果してありません。エス 

語爭習以前の私だったらこんな事は夢にも想 

到しない事です〇恐らく "I enjoy mylife" 
としか思ひ到らなかったでせう。然し考へて 

みれば"They will try to be hard-working " 
てな事を平氣で云ふんですからulife-enjoy- 
ingてな事も、辭引には無いが.云って云へ 

ない事はあるまいと思ひます。然しそれは兎 

に角エス語をやる事によって英語）:以前とは 

垃較にならない位極めて自然に出て來ると云 

ふ事丈は實驗上爭はれない事實Gす

それからまた英語り卑語に就て特殊な興味 

の湧いて來る事も事實です。この間も讚本の 

中たu Mediterranean Sea"と云ふ库語が 

出て來ましたが,これを「地中海」と譯した 

譯は正直な處私はこれ迄知りませんでした。 

それをエス語でどう云ふかと面白半分に字引 

を弓【いてみて初めて分ったんですがmez' = 
中央,terJ = 士地 と知ればa Mediterranean 
Sea = Med 让 eraneo=Mez（ter）maro=地中海” 

となる譯で「地中海」と云ノ語も成程と初め 

てうなづかれた譯です。其他“サイエンス” 

science C = scienco, sci'=know「知!る」）と云 

ふ單齬刀意味をはっきり知ったのもエス語り 

お蔭です。

のみならず外人と英語G話す場合大遼大膽 

になります。以前英米人の前へ出るとすっか 

りちぢこまって居たのがエス語をやってから 

は「俺はお前の知らない言語、然も現存言語 

中での最高のものを知って居るんだぞ。本來 

なれば其の語で話すべきなんだが.粘前が知 

らないから、特にお前の爲に英詰で話してや 

るんだぞ」と云ふ氣で話します。昔とはすっ 

かり心持が違ひます。意氣込みが遠ひます。 

かく落蓍が付いてみると、昔分らないと思っ 

た先方の英語も案外よく聞取れます。妙なも 

のです。

5.次にエス語の學習は英語の硏究の再吟 

味、再檢討になります。

私達の現に知って居る英語の・單語は意外に 

少く Uかなりに偏したものです。數年も下級 

生許り敎へて居ますとすっかり單語を忘扎て 

しまって居ります。エス語をやると云ふ事は 

もう…邊初めから英語をやり直す事と同じで 

す。然L英語をもう…邊やり直す事は特別な 

必要がない以上仲々出來る出ではありません 

それがエス語の學習となると、口新しい爲に 

少しも飽かずにぐんぐんやれます。

斯樣な次第ですから現在の私としては、今 

日尙何やかやと理窟を付けてエス語を學習し 

さいとする英語敎師は、現に英語敎師の職に 

ありながら本當に英語を敎へようと云ふ熱虑 

のない人だと思はれます。Cまだ申上げたい事 

もあるんですが.餘り長くなりますから一寸 

ここらで一服致しませう）。

ではこね丈理窟がはっきり分って居て何故 

また今迄英語敎師の側にエス語硏究の必屢を 

提唱する人がなかったかと云ふ御質問が起り 
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ませう。御無理もありません。これはどなた 

も一度は妙に思はれる問題ですが、要するに 

「最も緣近く思はれるものがその實及も緣遠 

いものなのだ」と云ふ一事に盡きます。多少 

御說明申上げますと、丁度國字國語改良建動 

力:國語敎師國文學者とは最も密接な關係があ 

り當然其等の人々の間に最も早く最も多く起 

るべくして、然も事實はその正反對に却って 

英踣敎師や能率第一義の實榮家の中に熱心な 

る支持者が多いのと同じです。なまじっか國 

語國文と餘りにも密接な關係があり.然もそ 

れのみを深く知ってゐるため却って全般的に 

物を見ざる爲に、どうしてもそれに囚はれて 

虚心坦懐に正しく物を見、善惡正邪を公平に 

判別する半が出來ないのです。

エス語普及に關する私の短い經驗からして 

も、エス語の話をして一番早く分ってくれる 

のは自然科學畑の人々です。英晤の先生がー 

番いけない。仲々こちらのIS意が合點出來な 

いらしい。合黜がいっても何とかかんとか屁 

理窟をつけてこちらの云分に服すまいとする 

處が□然科學恤の人は「言語」に對して先人 

主がない丈に、偏見なしに公平に物を考へる 

爭が出來る。一應說明を聽くと「好いものは 

好い」と直ちにうなづいてくれます。

次にまた英豁敎師の中にはエス語の價値を 

認めながら意識的に故意にエス語の普及を阻 

止する人があります。云ふ迄・\なく自個の社 

會的地位のおびやかされるのを氣付かつてで 

あります。勿論エス語の普及によって英語敎 

師の地位は脅威を受けるでせう。然しそれは 

時代の必要必推移にさからって、自個の怠慢 

から何時何時迄も英語の芳城にこもって居よ 

うとするからです。エス語を英語致師が習得 

する半は旣述の如く容易なんですから早くこ 

れを學習し初めゝ早く習得してさへしまへば 

時代に取殘される處か、時代の先覺者となる 

事が出來るのです。水はどうせきとめてみた 

って低きに流れます。「時代的必然性あるも 

の」「より負なるもの」は如何に大手をひろげ 

てはばんてみたって普及します。改向ふ丈が 

損です。普通の英語を"企asic English "に 

1てみたって駄目です。なすべき事の柴ど全 

部をなし了へてしまった、もうヨボヨボのお 

ぢいさんだったら“Basic”なんかで御茶を 

にごすも好いでせう。然し二十代三十代の少 

壯有爲の新進敎師がそんな事でどうします 

力\。「汝早く信仰の寸心を改めて速に實乘の一 

蕃に歸せよ。然れば則ち三界は皆佛國なり。 

佛國それ蔑へんや。」 .

次に付言Lたく思ふ出はエス語は單なる言 

語ではなく、言語以上のものだと云ふ事です 

他界平和を念願する「神聖なる言語」だと云 

ふ事です。

元來エス語は愛の人ザメンホフ博七の世界 

平和ゝ人類融和の念願が凝って出來たもので 

すですからエス豁をやると云・爭はその事が 

とりも直さず牡界平和全人劉、融和の仕事に參 

加すると云ふ耳匸になるのです。單に誰かが工 

ス語をしゃべると云ふ丈で、エスペランチス 

トは、海の内外、色の黃门、年端の如何を問 

はず十年の知己の如き友情を双互に感じます 

それはエス語に含むこの思想、精神が然らし 

めるのです。隨って人々はエス語をやる瞬間 

よりI比界大に擴人された自分自身を意識しま 

す。「家賃十六冏"・十錢の家に住みながら我身 

五大洲にまたがれる樣に感じます〇」これ丈は 

エスペランチストの特權です。

今日は世界を擧げて非國際的、國家對立時 

代です。然しこれは一時の反動で、世界人が 

今少し怜靜にな九ば早晚國際親善の空氣に立 

返る事は爭はれない事實です。

址後に、特にH本人なる力:故に（英語敎饰 

だって日本人だ!）今日エス語を勉强しなけ 

ればならない理由に就て申上げたいと存じま 

すが、これに就て書けばまたかなり長くなり 

ますし、また幸.束大敎授西成甫博士が次の 

樣に申述べて居られますから、それを引用し 

て此の長い手紙を一先づ了へ樣と思ひます。

「近時我國カの充實は我國外交上の地位を 

一變させ、白主的外交によって世界をひきず 

る樣になった。然し獨り外交上のみならず敎 

育上にも新時代に適育する自主的革新が行は 

れなければならないのは明かである。英の中 

でも所謂先・進國から文化を輸入してゐた時代 

の遺物である外國語過甫の惡習を今こそ淸算 

して、先づ言語的奴隸つ域から脫すべきであ 

る。然もそれは國際語エスペラントの採用に 

よってのみ可能なる事は何人も等しく認める 

事と信ずる」。 敬 具・
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新撰和エスの

編者に物を訊く

レヴォ誌上座談會C2）

—編倉にも・化い専古送られたし一

C:----- 今度の和エスは壬ス和とは全然

formatoも活字0大さもかへたのはどういふ 

わけですか。

編者:―編纂の初に大體苗賈を二10!乃至 

二圓五十錢ときめたのです。そうしていろい 

ろ研究してみた結果やっぱり大體コンサイス 

型のものが・番安くて內容の豐富なものにな 

るといふ結論に逹したのです。コンサイス型 

だと活字は五ボイント位に縮まってゐるので 

すから眼にわるいことは勿論でせう。併し眼 

ん用心をする力は虫眼鏡を用ひていたヾけば 

大したことはないと思ひますし、’・引ね人體 

單語を引くのですから活字が小さくても始め 

から終まで讀むわけではないのですから大し 

たことはないと思ふのです。尤も附錄の部分 

は讀まねばならないのですから活字を少し大 

きくしましたし（その上行間も少しひろげま 

した）からよく m ドさい。卽ち附錄の所の 

活字は大體六ポイントの大さになってゐます 

その上大變鮮明にで、ゐますからそんなによ 

みづらくないと思ひます。（研究社の岡倉の大 

英和や三省堂の百科英和はすべて六ポイント 

活ポで組んだものです）。

新茨和エス使用者が近眼になりはしないか 

といふ心配をされる力もありますが一應尤も 

なことですが併しコンサイスや硏究社の小辭 

典やその他之に類似の澤山の英語辭典はすべ 

て新撰和エスと同じformatoで为り同じ位の 

活宁なんですししかも之等の英語辭典は中學 

生から大學生まで何十庚といふH木の讲少年 

がE夜使用してゐることを考へてみればー新 

撰和エスなんか冏辺ではないとザへます。（學 

生が毎日英語辭典をみる程に頻繁に和エス 

を使用されるといふことはごく稀なことです 

から;）。上述の英語辭典にくらべてみますと 

新撰の方は見出語の大さはコンサイスよりは 

小さいですが譯語の方の活字はコンサイスの 

よŬもごく僅かですが（數％位?）大きくな 

ってゐますし少し太手•の活字を使用してよみ 

よい樣にしました.又硏究社の小和英よI）も 

换分大きい警です〇それでformatoも投分 

大きくな！?ました。

一體に日本人は大きな字引がきらひで〔特 

に 少年學生の間に於て）あゝいった小型の 

辭典をよろこぶ傾向が多いと思ひます。歐米 

には小型の财典は少い樣です。とにかくエス 

ペランチストとしては和エスはポケットへ常 

時;入れてゐようといふ人もかなリ多いのです 

ヵ》らあのfjrmatoがまづ手頃と考へます〇尤 

も年のヨ、った方や眼のわるい人には大きなも 

のが必要でせう。限定版はその意味もかねて 

つくったのです。大阪の米HIさん御一家では 

携帶用として小型の方三部をおもとめになら 

れ目.限定版一部を机上用として娜入されまし 

た。本辭典をかくまで活用してドさる御氣持 

が何よりもうれしいと思ひます。

併し机の前ででもヤッパリ小さい豁典め方 

が引くのに樂だといふ人もかなリあリます。 

何事も小さな勞力ですましたいといふのが人 

情でせう。これ乂コンサイス型鄒典の賁れる 

所以でせう。

D: ——見出語のローマ字をエス式綴にし 

たのはどういふわけですか。

犠者:—— 日本語を學んでゐる外國の工又 

ベランチストが引く場介にも便利な樣にと思 

ってエス式にしました。私白身としては日本 

の國字としてロ ーマ字が採用される場合エス 

式を用ひよといふ程の意見はもってをりませ 

ん。唯エス文の中ではエス式Cこれは【I本語 

のみでなく世界中のいかなる國語のものでも 

皆 esperanta ortografio でしめ したいといふ 

考へです——尤も之迄旣に口 ーマ字を用ひて 

ゐる网詰のものは發音と縉/との間に大きな 

差違があるのが多いのですから一寸困難です 

がローマ字を川ひてゐない國のものならエス 

式ローマ字でうっすのはさほど因難ではあり 

ません）であるべきだと信じてゐますからし 

たまでです。和エスの編纂といふ立場からみ 

て一番手數のかゝらぬのは現在に於てはへボ 

ン式を便用することです。それは英語辭典等 

が人部分それだからです。本辭典はエス式に 

したためカードをエス語のabc順にならべ 

るのに骨がをれました。それだけでも大きな 

勞力の消費でした。

□本式ロ ーマ字を見出誌にせよといふ意見 

を編者自身に話された人もあったが外國の工 

スベランチストの立場をも考慮してエスペラ 

ント式にしたのです。日本の公式の綴方とし 

て□本式が將來文部省 臨時□ーマ字調査會 

で決定するとしてもエス文中にエス式を用ひ 

ることを差控えなければならぬといふことは 

ないと思ひます〇エス文の屮へ世界各感別々 
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のローマ字綴が入ってきてはエスペランチス 

トは世界中のロ ーマ字のよみ方を學ばねばな 

りますまい。尤もŬ本の國字の何式ロ ーマ字 

にするかの問題は全然別個の問題です。

E:——外來語はどういふ標準で取入れま 

したか。汉外來語といってもその科!•度によっ 

てはまだハッキリロ本語化してゐない「なま」 

のものもありますし旣に外來語だか何だかわ 

すれられたようなメリヤス・シャツ、カステラ 

等あリますがそれらの取扱ひはどういふ風に 

せられましたか。

編者:——外來語をどの程度に認めるかが 

實に至難です。この頃は中等;學校の英詰敎授 

のおかげで生半可の英語がドンドン入ってく 

るので「［本語は實に混亂の極にあります。人 

きな英和辭典でもヤット見つかる位なh iking 
といふ米國の俗語が鐵道省と新聞の宣傳でー 

躍日本の津々浦々にひろまったりジャパン・ 

ッーリストビューローガロ本旅行協會と改名 

してゐるのに鐵道省のポスクーには近郊ツー 

ア案內なんて英語がドンドン入ってきます。 

全くやりきれません。どこまで外來語とみる 

か編者にも擦準がたちません。それで本辭典 

ではそういった區別をせず一切平笹にあっか 

ひました。本辭典に採用したのは序文にもあ 

る樣に最新語辭典にでゝみる語で普通に我々 

の出倉すものを採川しました。山にはあまり 

一般に用ひられてゐないものも場台によって 

はいれました。大體そんな語は英語から來た 

ものです。英語の達者な人は小さな英エス辭 

典を活用されるため却ってまちがったエス語 

を用ひることがあります。そういったまちが 

ひのおこりそうな英語語彙をえらんで入れた 

ものもあります。つまり本辭典ではFT本語と 

して熟したものの外未だ十分熟してゐないも 

のも幾分入れてをります。大將日木のエスペ 

ランチストは英語のわかる人が多いから英語 

で引いた方が便利な語もあるからその怠味を 

もこめてこういった語も入れたのです。例へ 

ばデリケートとかスマートとかいふ樣な語は 

日本語の課器で引くことは困難でせう。一般 

大衆に十分活用されてをらぬとしても。

F :——本辭典では英國の長さの單位のイ 

ンチに對して態々in&＞といふ單位を導入し 

たのはどういふ意味ですか。coloで十分ぢゃ 

ないですか。英國の辭典もincoを用ひてゐ 

ませんのに。

紙者:一尤もな御尋ねです。單純におへ 

ばcoloでいゝ筈ですがエス語をどこまでも 

國際語として用ひ仝人類の過去の文化をも工 

ス語に移植するとすればどうしてもcoloだ 

けですませては加けません。つまりColoと 

いふ語が示してゐる單位は各國で多少の 

variecoがあるわけで大きさから云へは□本 

の「寸」も大腰coloとよんでもよいわけで 

す。併し一口にcoloといっても日本の「寸」 

と英國の「吋」とちがふ樣なちがひが歐洲各 

阈にもあります〇ですからこれを區別するの 

には一々 angla colo, franca colo, germana 
colo, japana coloと云へばよいわけですがこ 

れでは煩雜ですし却って面倒ですCT度ギリ 

シャ文字のアルファをgreka "といふよりも 

alfaoとよんだ力が却って單純であるが如き 

です。アルファはgreka aとよべるにしても 

ギリシャ文字のイオタとイフ・シロンが區別できな 

い。)それでcoiといふ語根はもともとドイツ 

語のZollからきたのですからドイヅの長さ 

の單位のみに用ひ英語のインチはinco (ineli) 
としフランスならpuco (pouce)か何かを用 

ひたらよいと思ひます。とにかく II本ではイ 

ンチといふ單位が非常に用ひられてゐますか 

らとりあへずincoをenkondukiしたわけで 

す。日木の「寸」はsimoとしました。太陽の 

sunoとまぎらはしいといへばそれまでです 

がつかひ場所がちがひますからいゝでせう〇 

ついでにいろんなエス賂の辭典について 

coloをしらべてみますと Wŭstcrではangla 
colo=25.40mn!とあり Kabe ではlu angla 
colo - 25 min, la germana colo=27 mm と あ 

りVeraxではフランスでは25.39954 mmに 

あたるとでゝゐます〇 Plena Vortaroは 

nova malgranda mezuro de longeco, pro
ksimume 25 mmとなってゐます〇それでと 

にかく coloは一般的に大體25 mm位の長さ 

に用ひることにして正確にはインチはinco, 
寸はsunoといふ風に區別した方がよいと思 

ひます。

ついでですが小坂さんのお話では英國のイ 

ンチも口本ではメートル法に換算しやすい樣 

に少しく改良して用ひてゐるとの事です。

〔編瞬部より〕前月及び今月號の質問は主 

として一般的のものをまとめました。そして 

個々の詔についての質問を後へまわしまし 

た。猶今月紹介の質問の一部分は去る6月3 
1!の出版紀念會の席上での質疑應答を入れた 

のです。質問を「R 〇.編輯部座談會宛」に 

下さい。
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文 藝

▲ PASKO, de August Strindherg, trad. de 
Stellan Engholm, eid. de Eldona Societo 
Esperanto, Stockĥolm, 1935; 15x21 cm., 88 
P特 90錢，送料4錢。

Konata triakta dramo de la niajstr〇. La 
verko forte impresas la legantojn・ Kuj la 
^egantoj povas facile imagi, kian efikon ĝi 
donas sur la scenejo. Kn la dramo la aŭtoro 
eltiras el vivo de suferantoj fazon de la batalo 
inter sago kaj malsaĝo de la homo, kaj 
montras al la publiko, ke ĉiuj malsaĝaĵoj kaj 
obstinajoj nur kaŭzas pligrandigon de la 
malfeliĉo ・ (Mijakc ・合ih 可)

v A SVEDA ANTOLOGIO. 1-2, eid. de Eldona 
Societo Esperanto, Stockholm, 1934; 15x23 
en)., 202 p.定價 2 [ili 80 錢，送料 8 錢。

En la unuaj pagoj Ia volumo enliavas 
prozaĵojn de du brilantaj verkistinoj — Ellen 
Kcy kaj Selma Ijagerldf. Ilin sekvas poemoj 
kaj prozaĵoj cl12 verkistoj. Presitaj, kiel 
kutime, klare kaj bele sur tre bonkvalita 
papero・ Mi kritikos pli inde kune kun Ia 
unua volumo en proksima okazo.

. (Mijake-Ŝihej).
A ▲SUR SAN(iA TERO, de Julio Baghy, eid. 

de Azalav, Budapest, 1935;13x 18 cm., 264 
P・特價2呵,送料6錢。

Daŭrigo de la entuziasme akceptita romano 
s' Viktimoj 匕 aŭtoro prave nomis la novan 
verkon mozaikromano. En la romano li 
skizas diversajn scenojn el la vivo de la 
kapititoj en Siberio. Militkaptitaj hungaroj, 
aŭstr f>j, kaj cehoj, enkatenitaj komunistoj, 
jubteraĵ partizanoj, ĥinaj vendistoj, usonaj 
bonfarantoj, jaj>anaj fioldatoj ktp plenumas 
ciu sian rolon sangniakulitc sur la nego. Kiel 
en la unua verko, Baghy lerte rakontas, bele 
desegnas. La muntado estas ĝusta・ Kaj entute 

la romano estas interesa. Sed al ĝi mankas 
io—io plej grava, sen kio la roma no restas 
ne pli ol amatorajo. La aŭtoro devas observi 
la aferon pli profimden・ Sed tio ne signifas, 
ke li dronigu sin en la afero. La verkinto 
grimacas kaj predikas. Sed se li rigardos la 
vivon pli proĥmden, tiam li plu ne grimaco? 
pro la fenomeno nek predikos supraĵe. Riproc・ 
ante tiel malkaŝe, mi tamen ne volas ofendi 
la aŭtoron・ Mi nur ne povis kaSi mian 
konvinkon, ke per tiu ci romano la aŭtoro 
ankoraŭ ne rajtas serĉi sian lokon inter naci- 
lingvaj verkistoj, kvankam certe li meritas 
plei altan seĝon en la esperanta literaturo en 
la nuna nivelo.

Per tiuj vortoj mi konfesas, ke mi rigardas 
la ĝisnunan esperantan literaturon multe pli 
malaltnivela ol la nacilingva literaturo. Mi 
bedaŭras diri tion, sed la fakto estas fakto. 
La aŭtoroj de la originalaĵoj estas tro dorlotitaj 
de la memkonsolaj kritikoj de la recenzistoj• 
En tiu ci okazo mi alvokas al la recenzistoj, 
"Forĵetu Ia protektan politikon ! Rigardu per 
malfermitaj okuloj kaj taksu la nunan staton 
de la esperanto-movado laŭmerite, (ii estas 
jain matura kaj ne plu estas tia infano, kiu 
bezonas blindan dorlotadon.^ (Mijake-Ŝihej) 
■ORSO, de IIenryk Sienkiewicz, trad. de 
Oberrotman, eid. de Heroldo de Esperanto, 
Koln, 1933;13 x20 cm., 31 p. Prezo ne 
montrita ・

Historio de orfaj junulo kaj knabino 一la 
fieroj de iu cirko —la unua u la plej forta 
en la mondo " kaj la alia “ Ia p!旬 ĉarma en 
la mondo 匕 しa samsortuloj forte kiinligiĝas 
kaj forkuras en dezerton, la paradizon de sia 
revo. Tie ili vere trovas la paradizon. Bona 
traduko Facila legaĵo por la finintoj de la 
unuagrada kurso. (Miso)

/▲VIVO DE ARNALDO, de Benito Mussolini, 
trad. de K. Kalocsay, eid. de Literatura 
Mondo, Budapest, 1935;13 X 19 cin.,106 p. 
定價75錢,送料4錢。

La esperanto-eldono de tiu ei libro aperis 
post la propono de s-ro Ugo Vinicio Pacini, 
per la financaj rimedoj de s-ro Gino Catarzi, 
per la afabla interveno de Esperanto-Centro 
ltala ce la posedanto de eldonrajtoj, la Popolo 
df Italia.

Nuntempaj biografiverkistoj konscie provas 



227

trovi " homon " en la vivo de la heroo kaj 
malsuprenigi lin inter niajn najbarojn. Per tiu 
ci verko la pl<j alta " heroo " de nia tempo 
memvole, kvankam ne intence, senkaŝe elmon
tras sian homon al la publiko, kaj malsupren
iras intei la ordinarulojn・ しi tiel multe amas 
sian fraton kaj bedaŭras lian morton kaj en la 
verko li skribas per kortuŝa plumo la vivon 
de Arnaldo, kiu dum la tuta vivo sindoneme 
helpis sian grandan fraton・

'fralegante la biografion, ni vidas ne nur 
la vivon de Arnaldo, sed pli multe la historion 
<le la spirito de la aŭtoro ineni. Kaj ĝi donas 
ankaŭ konon pri la bazo de la faŝismo. Le
ginda libro. (Mijake-Ŝihcĵ) 

運 動

■ HISTORIO pri Skismo en la Laborista Esp・ 
eranto-Movado, eid. de SAT, Parizo, 1935； 
14 X21 cm., 20 p., prezo 2 fr. fr.

En la malgranda broŝuro oni skizas la 
liistorion de la proleta esperanヾado ekde 
la fondiĝo de SAT ĝis lu fondigo de IPE. 
La libron SAT eldonis por pledi sin pri la 
kaŭzoj kaj respondecoj de la skismo kaj 
defendi sian tendaron kontraŭ Ia atako de 
la ultramaldekstro. Kvankam ĝi estas mal- 
<letala priskribo kaj ĝi ne povas esti pli ol 
unu Hanko de la ŝildo, ĝi tamen estiis valora 
dokumento, kiun la observantoj de la esperan- 
to-niov:ido nepre ne preterlasu・
©ENCIKLOPEDIO DE ESPERANTO II, 15x23 
cni.326 p. redaktita de Kdkenev kaj V. Bleier 
laŭ la iniciato de 1.Sirjnev, eid. de Literatura
Mondo, Budapest,1935.

Fine ĝi aperis ! La atendita 11-a volumo 
de la Enciklopedio. Malgraŭ tio, ke al ĝi 
naank：is kritikindaj detaloj, tamen entute ni 
sentas nin ŝuldantoj grandan (hinkon al la 
redaktantoj kaj la eldonanto. Detala kritiko, 
kiun la kolosa verko vere meritas, sekvos per 
h plumo de kompetenta recenzanto.
笫二卷の遲刊の最大原因をなしたものは， 

日本に關する部分の原稿の後れたことであっ

て,H本に關する記事が第一卷のJapanujoに 

入らず，Niponoの項を設けさすやうな醜態 

になつかことは甚だ遺憾なことである。これ 

は,一而には,日本の部の編輯主任川崎直一 

氏の良心的編瞬振りが禍ひしたためであるが 

それよりも,日本のエスペラシチストが,か

うした甫婆なことにignoraで,僅かな勞を 

惜んで編輯者の活動の敏速を障げたところに 

多く基因したのは,まことに殘念である。し 

かし川崎氏の良心的編輯振りと,桑原利秀氏, 

多山つや嬢その他數氏の献身的助力のおかげ 

で，日木に關する記事は正に出色のものであ 

る。Biogr必ojでも日本人は非常に優過され 

てゐるし、“Nipono”の項だけでも21頁餘 

に亙ってゐて,なかなか盛觀である。くはし 

い批評は，いづれ,適任者の手によって,近い 

機會になされるであらう。(Mijakc-Ŝihej)

學習審

•ESPERANTAJ HISTORIETOJ, de Peter Frey, 
eid. de la aŭtoro, Haderslev, Danlando, 1935 ； 
13 X 19 cm. 48 p. prezo 35 ned・ cend.

En la unua momento, kiam mi vidis la 
titolon, mi pensis, ko tiu ĉi libreto donas al 
ni skizon de Ia historio de 卜:speranto. Sed 
mi tuj trovis, ke rni eraris・ La enhavo estas 
kolekto de anekdotoj・ Mi ioni hontis, ĉar mi 
scias, ke tiuj, kiuj konas iun ajn eŭropan lingvon, 
ne farus la saman eraron・ Tamen ciuj amikoj, 
al kiuj mi montris la libron, unuarigarde 
same eraris. Kaj a Nun mi klare vidas, ke 
rni ne estas sola stultulo ", kiel Eŭlenspiegel 
diras en la unua anekdoto en la libr6 La 
kompilinto devis titoli la libron, " Esperantaj 
rakontetoj n, se li ne intencis kolekti stultulojn 
por vendi la libron grandkvante・

^lalgraŭ la menciita eraro, aŭ malgranda 
neĝustaĵo, mi ne hezitas rekomendi ĝin al miaj 
amikoj kiel tcmpopasigan legaĵon. (Miso•ノ 

★CU VI DEZIRAS KORESPONDI ? de Margrc- 
the Noli, eid. de Date, Kepenhago, 1935; 
10 X 14 cm.12 p prezo 0.25 sv. fr. (?)

Frozaro por korespondaj〇. Rekomendinda 
al koniencantoj, kiuj deziras korespondadi.

(Miŝo.)

/ 辭 典

^Svensk-Esperantisk ordbok, kompilita de 
Sam 〇wen Jansson, Frits Linden kaj Birger 
Gerdman, eid. de Forlagsfdreningen Esperanto 
u. p. a., Stockholm;1935,12.2x18.3 cm., 
576 p., prezo 6 kr.

スウエーデンのエス出版所は近年最も活潑 

に活躍してゐる。新しい本をドシドシ出して 

ゆく手際は鲜かなものだ。スウェーデンは紙と 

印刷が非常によい。版而の大さは9x14.8 cm. 
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活字の大さは7ポイント位で行數は60行2段で 

前付6頁，本文566頁,正誤及補遺:2頁といふ 

將裁のもの（新撰和エスはHU而6.2 X14.4 cm 
活字の大さは約5ポイント,行數67行2段組・） 

で新撰和エスをのぞけば世界一のampleksa 
なnacia-esp. vortaroといってよい〇孑卜者は 

スウェーデン語の知識がないから內容について 

かれこや批評することはできないが三人の編 

者が數奉かゝってつくった共同勞作であるか 

らまづ巾分のないものであらう〇これは本誌 

で先年紹介した同じ發行・所で出した只Ny】g 
の Esperantisk-Svensk ordbok （231頁）の姉 

妹篇といふてよい。表紙は厚紙假綴であるこ 

とは遺憾である。せめてクロース綴にしてほ 

しかった。何にしてもとにかくこれだけの人 

著述が北歐のスウェーデンから川版されたこ 

とは我エス運動の同國における發展を證明す 

るもので慶賀すべきことである。こういった 

大辭典が相ついで各國から出版される樣にな

ってほしいものだ。

Gratulon al svedaj samideanoj pro la apero 
de la valora kaj ampleksa vortaro en la mondo I 
Ĝi multe progres电os nian movadon en Sve- 
dujo en estonteco. Ni esperas ko en ciuj 
landoj de la mondo aperu tiaj ampleksaj 
naci-esperanta vortaroj, sen kiuj ni ne povas 
antaŭenpuŝi nian movadon tre facila 

(J. Okamoto) 
peranto-Hispan-Amerika Vortareto, kompi

lita de Jesus Amaya, eldon, de Editorial 
Ijumen, 'leksiko; 1934 ;105x 12 cm ; xvi 
4-folio+ 104 p.; prezo 2*  respondokuponoj

（0.45 sv. fr.»
この辭書は人體ŝlosilo程度の語彙をアメ 

リカ系イスパニャ語に譯したものである。メ 

キシコその他のアメリカ系のイスパニャ語は 

本阈のイスノヾニャ語と多少のちがひがあり發 

音にもちがひがあるそうでそれで1928年に 

メキシコのA M. Brambila氏が從來のイス 

ノヾニャ語の綴字法は發きから遠ざかってゐる 

ものがあるので、アメリカイスパニャ語のた 

め特別の綴字法を考案しこれを“ Ortognifio 
fonetika racia hispanamerika ‘‘ となずけて宜 

偉してゐる。本辭典•はこの新綴字法に準據し 

て譯語をあたへしものでその意味で特に注目 

に値する。我々エスペランチストにとって特 

に各國のローマ了綴りがもっと合理化されね 

ばならぬと思ふ。そのメキシコの縄字改良運 

動に敬意を表する所以である。

內容は約五千語のエス語枳が入ってゐる。

殊に AELA, ICK, IPE, IPK, IPし 等の如 

きヱス宣傳團體の略稱が引ける樣になってゐ 

る所がおもしろい〇 ノ

Ni havas grandan intereson precipe en la 
vortareto pri la reforma movado de amerika- 
hispanlingva ortogramo, ĉar mi opinias ke la 
ortografio de ciu lingvo en la mondo havu 
kiel eble plej racian ortografion kiel Ksp-o. 
(J. Okamoto)

手紙文

★エスペラント書 文實例集,南凸 氏編〇

菊半截?5頁。エス普及會發行。定價25錢 

（〒2錢）。

編者南昌世氏は本誌にも飜譯を連載された 

方。本書は賞際に文通した材料からあつめて 

っくられたものでその意味で手製の型にはま

った手紙文とはちがってゐて興味が深い。唯 

發信者の名までハッキリ明記されたのは結梅 

だが發信考のpermesoはえられたことと思

ふ。（この頃H本ではよく發信者のpermeso 
なしに勝手に手紙等を雜誌等へだすことがあ 

るがこれは非禮である;）。猶又誰しも手紙をか 

く時は對手に判ればよいといふ位の就持で書

くことが多い。模範文のつもりで書いてゐな 

いから學習者用に編纂する際は手を加えられ

た方が却って發信者の名譽のためにもよい。 

編者はその點にも注意をはらはれたことと思 

ふが、もっと手を加へてほしいと思ふ粘もあ

る。（J. 〇.）

社 會

★PRI REORGANIZO DE LABORO DE LA SINO!・ 
KATOJ EN USSR, de N. Ŝvemik, triul. de P. 
Gavrilov, eid. de Ekrelo, Amstersam, 19^*4;  
12 X 18 cm. 27 p. prezo no montrita.

Raporto de la sekretario de Tutsovetia 
Centra Intersindikata Konsilantaro, en kiu la 
raportanto akcentas, ke malgrandigi la sin
dikatojn signifas plibonigi la priservadon de 
de laboristaj amasoj, ke pli alteri levi rolon kaj 
aŭtoritaton de CK de sindikato signifas likvidi 
laŭfunkcian laboro, kaj ko krei sekciojn sig
nifas varbi laboristojn de gvidanta! profesi()j p01* 
sindikata laboro. Li arertas, ke la reorganizo 
de sindikate))laŭ la supre cititaj programoj esus 
plu apaso sur la vojo de plibonigo de sindikata 
laboro por priservado kaj kaj kontentigo(Ie 
kreskantaj kulturoj, vivkondi<aj kaj materiaj 
bezonoj de laboristaj amasoj. La brosu reto 
entenas kiel aldonon ankaŭ plenan liston(1^ 
la ekzistantaj 154 profesiaj fdndikatqj. (MSo・)
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Aperis nova gvidlibreto 
uJAPANUJO” 

eldonita de Japana 
Fervoja Ministrejo

Ĝiaj unuaj 2000 ekzempleroj 
senditaj al Roma Kongreso

/ANI bone memoras ke en 1927 Japana
Ministrejo de Ŝtatfervojoj eldonis 

belan ŝufiĉe ampleksan esperantlingvan 
gvidlibron “JAPANLANDO” kun 37 
ilustraĵoj kaj 9 geografikartoj, tradukita 
de la Redakcio de Japana Esperanto- 
Instituto.

La 5000 ekzempleroj de tiu gvidlibro jam elĉerpiĝis kaj do la Ministrejo intencis 
denove eldoni gvidlibron esperantan en la lasta jaro. Pro diversaj kaŭzoj prokrastigis 
la e dono sed fine ĝi aperis en la 19-a de julio, kun la titolo u JAPANUJO."

Nova gvidlibreto havas la formaton de 20.8x23.2 cm. 20 paĝojn. Ĉe la lasta paĝo 
oni vidas geografian karton de Japanujo kaj en dua paĝo oni trovas fotografaĵojn 
karakterizajn por Japanujo, per kiuj alilandadoj povus bone en si prezenti japanajn 
pejzaĝojn aŭ vidindaĵojn.

La libreto priskribas pri diversaj aferoj japanaj kaj do alilandanoj povas per Ia libro 
bone informiĝi pri japana lando kaj popolo.

Tiuj, kiuj havas intereson pri Japanujo sin turnu al Kokusai-Kankookjoku Fervoja 
Ministrejo, Tokio, kaj petu la 
sendon de la libreto;la Ministrejo 
volonte ekspedos ĝin senpage al ili.

Ĉi tie ni, esperantistoj, devas 
danki la estraron de Kokusai-Kan
kookjoku, kiuj afable decidis la 
eldono (precipe S-ron Den,la estron r 
kaj S-ron M・ Inouye) kaj ankaŭ 
Japanan Esperantistan Ligon 
Fervojistan, kiu klopodis por efek
tivigi la planon (precipe S-ron 
Hideo Jaĵima, kiu klopsdis kaj 
faris ĉion laŭ Ia komisio de la Ligo 
kaj ankaŭ tradukis la libreton en 
Esperanton el la angla lingvo.)

La unuaj 2000 ekzempleroj de 
la libreto estis ekspeditaj de la 
Ministrejo al la Esperanta Ken- 
greso Tutmonda en Romo.

VIZITU JA PAN UJON
I A L\N1X> DE (IUSTO, <.KA( K) K AJ KOLOMO

《sur kon rui 屮 Uckco, zuis «k 耳
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外近況

國際電氣工學委員會が

エス語を採用

世界中の宽氣工學方面の術語の國際的刮一 

化のため1906年頃各國の電氣學會刀協力に 

よって创立されたInternacia Elektroteknika 
Komisiono (IEC)が爾來二十個程の硏究委!4 
會が組織されてゐる。

その第一委員會では命名法の硏究を主とし 

てゐるがその中の小委員會では公的の阈際電 

氣工學術涪辭典を編纂することになってゐ 

た。かくてこのIEC編纂”辭典は最近大體 

完成した。かくてこの辭典は公用語として英 

語と佛語を採用してゐるがその外に獨逸語・ 

イタリー語、イスパニャ語及エス話を採用す 

ることになった。同辭典は二千個程の術語を 

いれ五百頁位のものになる筈。

エス語の採用については多少問題があった 

が去る6 )]18-29日のハーグ及ブラッセルで 

の'會合でいよいよエス語採用を決定した。

この委員會について最も注口すべきことは 

科學の各部門で竜氣工學の此のIEC以外には 

一つもこういった仕事をする东貝伶はない。 

併しこの盅氣工學の方が成功すれば他の部門 

でもこういった委員倉がつくられることと思 

ふ。故にIECでエス語が採用されたことは 

大きな牧獲であらう。この決定は總會で投票 

でなされエス賛成はドイツ.オーストリー、 

米國.フランスヽ和闌、イタリヤ、ノルウェ 

—、ロシャヽスウエーデン、ルーマニャの十 

票。エス反對は英阈、ポーランドの二つ棄權 

スイス、チェックスロバキャで、多數決で可 

決。

洪牙利國議會とエス語

去る6 JJ 3日ハンガリー國議會に於て宗敎 

敎育省の豫算案の審議の際 A. Benhrd氏が 

外國語學習問題について論じ同國において工 

ス語敎授の必要を力說し日本のエス運動を例 

にひいて大いにエス語活用によって洪國の宣 

傅を强調した。

その後刻A. Eber氏はエス語が商工業、觀 

光等に非常に役だっことを力說し商業學校の 

必須科目に加へよとのべた。

之に對し人臣が硏究する旨をのべた。 

これらの廂氏は政府與黨の代議七である。

千フランの寄附

フ ランス國リヨ ン市の !iniversitata Espe" 
rantista Rondo では二年前から しidja Zamen
hof 孃を聘して Ce-metodoによる講習をっ 

づけてゐるが垠近馬券で五十萬フランをあて 

た某氏から千フランの寄附金をもらったそう 

である〇猶このkursoはこれ迄に367人の 

參加者をえた。

同市のしyon-la-Dona放送局员E. Bore] 
氏は熱心なエスペランチストであるから同放 

送局からはしばしばエス語の放送がきかれ 

る。 •

オーストリヤエス運動の活況

明年の萬阈大會をむかへる 

ゥヰーンを中心に

1. 文部省令でエス語を商菜學校へ入れる 

ことを許町した。

2. 商科大學ではエス講座を敲けることに

なった。 ・

3. ウヰーンのfoiroではエス語をも利用
する。 U w 崎

4. ウヰーン商業會議所は各阈會議所へを 

くる公報にエス譯をも入れることにした。

5. 遞信局では來甲度から汽車の時間表に 

エス文を入れる。

6. 案內記Aŭstroの本年度版は24頁で 

册子の體裁をなしー萬部だした。表紙には 

Aŭstrio invitas la tutmondon al XXVIII 
Tniversala Kongreso de Esperanto ヽ丫ien, 
8-15. aŭg. 1935と書かれてゐる〇

7. ウヰーン市覩光局は1?頁の案内記を 

出した。

8. 上オーストリアでは Kostumoj de 
Brucknerlandといふ風俗寫谟帳を出した。

9. グライツ市でも案內書をだした。等々 

明年の大峦をひかへオーストリヤは活況を呈 

しこゐる〇

海外エス界諸名I:よ!)「新撰和エ 

ス辭典」に對し激賞の辭をよせら 

れました。

(洋細廣吿頁を御覽下さい)
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6 » 23 n ― 7 H 23 口迄に到着の分。報道は□本文で迅速に。寫眞は 
来紙なきもの（寫軌說明はその衷へ）。地方會誌を以て很道に代ふるをえ 
ず。報道締切前月18f|迄（.18 H以後到着のものも編輯の祁合でのせます）〇

内地報道

市廿 ★東京クンシード聯盟CLEKT）—— 
ノ、为、リーゴの第二吗代友者會を7月I3
H arĝenta-kunsidejoにひらく 〇 5人の各クン 

シード代表者のほか、クララロンドを代まし 

て丿l：HI夫人出席、り-ゴ參加の快諸を得た。 

Kanda-k.の松本君司仰にて、ラポルトの提出 

及び各Kunsidoの狀況を說明今後の運動方 

法について協議した。

Ligo de Esperantaj Kunsidoj en Tokio.

月カンダ・クンシード19 一21 
n省線水道棱驛下車、束京齒 

科翳甲前、愛光舍喫茶部階【:（責 

任者松本〕

火池袋クンシード19峙 21睛 

省線池袋驛西口下車、豐島師範 

正門前、千代田喫茶店階上（責 

任者間宮）

水學會例會18時一20時講義。 

20時より雑談。本鄕元町一丁目 

十三日本エスペラント學會（責 

任者离橋）

木 ノーヴァ•クンシード19時一22 
•時、四谷新宿二丁目京王電車前 

市電下車、新彳占白十字階トて資任 

，者荻元）。

金武藏野クンシード19時より吉 

祥寺驛前、贪堂朝日庵の二階（責

• 任者和田）

土 クララ•ロンド 14.30時 16時 

赤坂贏中ノ町十五、井田千枝方

C電話靑山5670） C責任者栗山） 

アルチェンタ•クンシード19 
時一2丄時銀座二丁□、明治製 

菜二階奥の方（責任者多羅尾）

Kanda K. Ligo結成後三囘の會合をもつ〇 

出席延人員27名、內、6名'のSarnideaninoj. 
每囘雜談後有志のパロレートを色々のテーモ 

で持つ。前囘はrakontoの介作。山鹿氏毎囘 

出席さる。潑刑たる會合。尙前囘上り二階の 

靜嵌な室を特に吾みのために提供せられまし 

たから、績々御來會を乞ふ。

地袋K. Kunsidejoはいとも靜寂! Babili 
は愉快に!自由に!特に初學者の方を歡迎! 

歷史は unua datreveno! Kotizo は malkara!
學會例會 從來の輪講を廢止し小坂先生を 

迎へてあのなつかしい名調子をきくことにな 

ったのはうれしい〇 Teksto は Andersen の 

Fabeloj第三卷、一 Hにー負くらゐづゝ。!H 
席者は每囘20名を下らぬ盛況である。ハ時に 

なるとお茶と菓子が山て話しがはずむ。尙今 

後は小坂氏缺講の際は岡本氏代講の外課外と 

して時々主として參加者希望のtemoについ 

て特別講義をしてもらふことになってゐる。 

第一囘はエス韻文と歌詞のエス譯。第二囘は 

ata-ita論爭の紹介〇

上京、學食を訪問さる '方はぜひ水曜Ĥ例內 

に御出席下さい。講義後皆様に紹介します。

Nova Kunsida 艇生して旣に2年半になる 

が最近bona sezonoを迎へてか、每囘の出 

席者は20 .名內外と云ふ盛況振り、勢ひ新顔 

も多势みえる樣になったので一層内容充賓。 

あっいので、浴衣掛けで出席する方もあって 

「浴衣掛けでエスペラント」とは全く此處だけ 

に見られる情緖?で朗かに樂な氣持で會話を 

やってゐる。

尙!igoに參加してからはこの會の存在性 

が一屛明確にEsp-istojの間に知られて、最 

近束京訪問の各地の同占が二三訪れて吳れた 

のは非常に嬉しい。

★武藏野クンシード その後二囘三囘四囘

と會合を開き順調な發展を遂げつつあŭ。第 

四囘僉合は7月16 II午後19時井之頤公園 

にて行ミ〇 Internacia Kantaro中より二三歌 

を合唱。babiladoは例によって盛である。そ 

の際會合の場所とIIとを下の如く 一定するこ 

とに決定した。每適金曜日午後七叶より吉祥 

寺驛前金堂朝口庵の二階。.

クララaンド倉貝は婦人ばかり〇 s-ino佐 

城々の亡きあと微力ながらもお互に勵し合っ 

て會合を續けて居ります。第一土礙日はSTO 
佐々城をgvidantoとして しa batalo de P 
vivoを讀み、他,のFIは Metropoliteno を會 

員同士輪講して居ります。特に婦人の方の參 

加を歡迎致します。第一 土曜「Iは男子の方も 

御來訪下さい。
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Argenta K.さすが東洋一に古き我がArg
enta Kunsido. Ligo成立以來昔のviglecoを 

取りかへした形である〇 Komencantojにも特 

に氣を付けて親切にする樣にして居る。

エスベラント 詳細は別貢參照

夏期犬學創設さる

★束京學生エス聯盟（TELS）— 不年笙二囘 

委員會を6 JJ15 H19時學命にて開催。？ 

勒〇決議事項 ⑴ 適咗各校にてparola kaj 
interami kiga kunsidoを開催の事〇第—囘 

6丿J 26 II明治大學訪問と決定。（2）エス僉 

の存否並にTELS不參加校を訪問の來。〇 

TELS-Pikniko——6月16 H 9時半新宿に 

集合し人宮淸•水公園巡りをやった。參加者6 
•名。17時解散。◊第一囘TELS會話懇親倉 

6月26 H15時明大エス學會cambroに 
て開催。新翼明大エス會の努力によŬ19名 

出席。18時盛會裡に閉會。

★日大醫科エス會ーー第一囘總會を7月6「J 
午後3時より神田べ-カリーに開催。先生方 

の顔が見えず殓念だったが19 $出席。今後 

お互にエス語で話す樣約して5叮散會。07 
月13ヽ15日エス文通で得た繪ハガキと寫应 

の一部を美術部の額を借用して病院皮膚科前 

廊下で展覽。醫局員からエス譜をやらうとい 

ふ人の出てくるのを期待。中等講習7刀18 

日終講。ロ大齒科生有吉にエス一般につき說 

明。休暇小獨習を約す。

★Elektro七sp.-Grup 7月12日例會〇銀座 

明菓二階。山席 8 名。Teorio de Theverin 
及び Teorio de Superpozicio の語（高井博士；〇 

〇機關誌第二號につき數阿离木薄士宅に參集 

7 JJ16日億氟關係者彳;簿とともに配布ずみ。 

女Luhir Rondo----- 7月13「［晚七時から豫吿

の如く秋田雨卷氏の「エロシニンコを語る」を 

きく（木誌別項拔萃參照;）。後中垣氏の^riŝev 
との會見懷舊談あリ。會場はスルガ墓寳亨（阈 

民中學會筋向ひ;）階上。________________ _

ルーマ• ロンド8月例會----8号10日午後

7時より ----Dausatの國際語思想C高尾）。

利・、步 ★横濱エス會 0Verda Jupitero 
恤淡每木曜19時有隣堂二階にて。6月 

13H「詩の特權」と題し為家正義氏。興味あ 

る氏獨特のお話をされた。坊名出席。月 

20 U「エスペラント詩界の變遷」とも云ふべ 

き題でその方面の深い硏究家佐久間謙二氏話 

さる。後上海航路に乘!T!まれた天野氏よりの 

便を富盛氏紹介。出席15名。H 27 H 
水谷武雄氏Esp kaj edziĝoについて話す。散 

會後Dorsevにて同氏の奧多障旅行談をきく。 

11名出席。¢>7月の委員命——7乃7日本町ビ 

ル福壽生命にて20時より。8リプロ作製。7名。 

★YMCA-ESP.-GRUPO —— 從來吉山太币氏の 

指導に依ŭ初等者の爲に開かれてゐた"叱

UEA - Membrokarto に就て 吿i
<

UEAのsimpla membro （=本學會正維持 

員一一特別，賛助,終身維持員を含む但じEA 
aktiva membroを除く）におiŜりするmem
bi・〇、 karto は,改組後のUEAの內部離構がご 

たごたしてをりましたため，事務帶の結果, 

昨年折角作って送った日本專用のkartoが行 

衞不明になる等のことがあって,たうとう咋 

年度は會員諸氏に配布することができません 

でした。

今年度に入って，新生UEAの基礎もやう 

やく固まり,事務狀態も平常に複して,最近 

membro-kartoを送ってまゐりました〇

それで，上益巳範疇に屬する會員諸氏中，昨 

年照會いたしました件に就て御冋答ください 

ました方々へは早速お送りいたしましたが, 

多數の方々からは御回答を得られなかったた 

め,發送を保留いたしてあります。

それで，上記の種別に腕する會負で，まだ 

membro-kartoをお受取,りにならない方は, 

御住所御氏名の口ーマ字書きを至急お知らせ 

くださいませ。

萬一 membro-karto は不要だとお考への 

方がありましても，membro・karto以外に, 

UEAあてに報吿を提出する上にぜひ必要で 

ございますから,老・ず'御通知下さいませ。

なほ,これは,これのみに限りませんが,特 

に本件に關する御回答は，他の用件とは,必 

ず別紙にお認め下さいませ。

日本エスベラント學4釵
UEA代表秘書部
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（I）受何開始

8月1F!より。下記樣式により參加 

寶に巾込茂をそへなるべく早く巾込下 

さい。猶地方參加者の最初の十名へ山 

⑴弘氏御寄贈のエス語入絹ハンカチを 

お贈りします。

审込書（Aligilo）樣式

Jl・ 姓名、住所

b. 名古屋驛着 月、 時、:

C. 游在豫定日

d. 宿舍 要、 不要

e. 晚餐會 參加、不參加

f. Ekskurso 參加、不參加

g- 所屬エス會

Ekskursejo 
nin atendas

〔注意A.〕振替送金の際は口座番 

號名古屋1947番、山田弘（加入者名） 

宛送金下さい。その際通信欄へ申込書 

御記入下さい。大會準備委員會發厅の 

振替用紙には、申込書がすりこんでち 

ります。

B.小爲替利用の際は幺屋市東區東 

大曾根町本通二丁目山田弘氏宛申込書 

をそへ御郵送下さい。

（II） 大费參加費 50錢

（III） 懇親晩盖會費 1圓50錢

（IV） 名古屋——定光寺間锤車賃

25錢

（V） 大會分科申込現在まで受付

の分は（a）中尊學校エス誌 

普及準備委員會（b）醫學分 

科會（c） Kristano分科會

分科會申込は8月3!日迄に延期し 

ます。C署名捺印は不要）。大會議案 

は8 }} 31目迄受付ます。•
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ペラント大會豫報

〔注意IĴ大會第二FJ（23日）午後 

は市内□由見物となってゐますが、有 

志諸君のエス語雄辯大會をも開くこと 

になってゐます〇 Komencantoの方の 

多數の參加を希望します。

〔注意IIJ本大命の新しい試みと 

して參加章に三種の小さな目じるしを 

つけることにしました。大會山はでき 

るだけエス語のみで話したいですが。 

一方參加者中には般敬すべき支持者や 

賛成者があり或は初學の方々もあって 

 がいにエスペラントで話しかけるの 

は時として禮を失する事ももりますの 

でエス語は話さぬが賛成者も初學者も 

氣安く參加できる樣にと考へまして考 

案したことでございますから皆策の御 

支持を願ひます。卽ち

白一賛成者、支持者、及び全くの 

初學者

薄綠——會話練習の機會を得たい方 

綠——エス語で話す方

會話は少し空氣に馴れると案外でき 

るものですが皆樣はぜひ白色のものを 

つけていただきたい。なるべく話す工 

ス語は相手にわかリよいノ、ツキリした 

ものを用ひたいものです。尤も綠色を 

っけられた方でもH本話をおつかひ下 

さってー向差支へありません。目的は 

白を敬し薄綠をいかしたいといふ氣持 

からです。

第23回日本エスペラント大會 

準備委員會矢埼富美人 

名古屋市赤塚局私書函63號

erantaj Fabeloj nの講義は都合で一時中止す 

ることゝなったが古い人達の"Al Torento p 
ろ輪讀硏究會は相變らず元氣で每週火曜19.5 
時から2!叮まで熱心に續けてゐる。が最近 

は病氣缺席者の爲に平均出席者數は6名內外 

である。目下用書をこの夏ー杯位で讀みあげ 

て秋から新しい用書を始め度いものと馬力を 

かけてゐる。尙杉山、鈴木兩氏指淳下にある 

橫濱英語學校に於る初講は6月一杯を以てー 

時打切りの豫定であったが、講習生の熱心な 

希望に因り嘗分繼續されることになった。講 

習生逹も自分だけで近い中に週にーニ度放課 

後復習會を開く豫定の由。

★ ロンドアミキーノ——研究輪議會每金曜廿 

時より19時まで村上氏宅（山王無内）にて 

TekstoはZ讀本使用每囘出席者4、5名位。 

★神奈川ロンド----每月曜19時より保圾氏

宅にてTekstoはしa Revizoro近い中新用 

書を採用の徐定。毎囘出席者4名。

★久保氏の渡米を見送る 7月13日フ・レ 

シデント•マッキンレイ號で日米學生會議の 

代表として渡米された久保貞次郎氏を協會の 
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同志數名が見送った。後東京から來られた佐 

々城、久保氏と同窓のVerdsi Kluboの方々 

などゝ共に南京町の料亭で夕食;を共にした 

が總勢13名。大變愉快な會合で一同署名Q 

salutoを久保氏宛に送った。

［吉 ★仙35エス會——代表者吉田松一氏 
ィ山気 が滿洲國ハルピンへ御移轉の爲鈴木 

北男氏代表者となられ同時に爭務所も仙臺市 

新名懸町18鈴本北男氏方へ移りました。

"ミ口 ★盛岡エス會一06月19日佐麓 
胫闵奧寺氏に初尊講習の補講をやり、ザ 

メンホフ像製作その他に付き意見の交換をな 

す。翰講は程度がマチマチで不能の狀態なり〇 

〇6月26 H工藤氏に對する初講矩満全部を 

終了。缺席續きで爭務说滯の圖書部の整理工 

蘆氏も短講を終り。輪講も近々イワンの馬鹿 

を終って足並揃へて文獵讀本スラブ編に入る 

ことを約す。月1日延びのびになって居 

たMERの二適年祭及加茂氏の歡迎會を盛人 

に行ふ。參會するもの二十一名と云ふ盛況振 

り、佐藤（忠）氏司會の下に加茂氏を中心に 

盛岡の新舊同心の交敢、和かな歡談裡に一同 

聖戰への微力を誓ふ。十時半散會す。（寫眞參 

照）。〇7月3日出席4名。〇7刀9 ロ初 

等講習に引き續き同じメンブロイで初等研究 

會を行ふことになる。出席者7名、En la 
nebuloをテキストとして硏究を續ける豫定。 

〇7 X10日、本日ら束京日日岩手版にMER 
よりローマの大會へ賜るザメンホフ像の記爭 

が大々的に出る。本日の例會に於て共に送る 

大會賀辭を作る。5 H16【J初等研究會第 

四頁まで輪講の形戎で硏究す。

］灼 ★小梅佛敎エス會ーー今囘會員脇坂 
小稱圭治氏の努力で小檢新聞紙上に「工 

スペラント紙上講座」の揭載を見るに到った 

ので、此の機會に會員疲得と實質的な東業を 

計る意味で今後大盟下記の如き目標の下に努 

力することに一同申合せをした。（1）ハ卩中 

に第二囘初等講習軒開催、講帥は前同樣、脇 

坂圭治氏と決定。（2）佛敎々義の組織的硏究 

と蘇譯をなし適宜の方法で發表すること。尙 

敎義上のこfとに就いては岡崎英舉師が解說に 

當る。（3,厚習研究を旺盛にする鬣月四囘わ例 

會を量德寺書院に於て開催、講師は藪川哲藏 

氏が擔赏。尙會話硏究の向に對しては脇坂圭 

治氏が隨時指導に當ることにした。（紳⑴報） 

へ龈 ★金選エス會ーー07月12 H金谷 
並用 館にて市內一流の哲學者、牧師、新 

聞者關像を集めた。若い皙學者相坂氐@「實 

相哲學」書出版紀念祝賀會が催ほされた。招

第四回北海道エスペラント大會

8月3-4日帶廣市C十勝公會堂にて）

第1日 14—16時水交園へPikniko. 17 — 
18時帶廣エス命招待お茶の會。19一22時分 

科會。第2 H—19-22時開會式。13 —15 
時協議會。16-18時雄辨大會。18-20時晩 

養會ーー閉會式。_____________

今囘は茁國大會の例に慣ひ绝參加者 W】p・ 
kongresano）の巾込を取扱ひます〇參加費C50 
錢）をそへ申込の方へは參加者同樣大會參加 

章、protokolo,大會記念品等お送りします。 
詳細は* 'が逸・

帶廣市北海道銀行支店内沼田芳藏氏氣付 

第四囘北海逍エス大會準備委員會

大會記念対緘紙を實費C十枚綴一枚三錢） 

送料は何枚でも二錢で托•わかちします。

待されて同志菅野、坪田氏出席、坪田氏約十 

分に渡りエス語專傅をなした。翌口の北國新 

聞の明窓欄に岡主筆は「實相祈學」の評と工 

スペラントにも育及してゐる。◊市內名士訪 

問。市内の塔土は、市長初め各所反校長等を 

手分けして訪問し、ニス語の意見をたゝき誤 

解をといて來たが、その內から醫人敎授泉博 

士・縣立圖書館長中山氏、工業學校長山賀氏、 

等をsubtenantoにする事に成功、今後も續 

ける豫定。

タ十鬥 ★名古屋エス禽——<>6月の二水 
えゝ白 总 會わ12 n （第2水曜）19時から 

鶴舞公閑内萩の茶屋で爲村氏の司會で開催。 

東京よリ歸阪の途中立寄られた川崎直一氏の 

御出席ありて東西兩都に於けるエス界の近況 

を承ることが出來た。散會後川唸氏と共に大 

須等を散步した。出席7名。〇輪瀆會、毎週 

火曜日19時半より屮區鐵袍町白木氏方で開 

催・6月18 Hから枪逋の後にエス作文の宿 

題を出し、次の會に講評を行ふことにした。 

出席者6丿J18日8名、25日12名、7月 

1U 6名、9•日6名。◊ 7月5日京都の 

同志赤田氏本會・を訪問〇

亠来★京都エス聯盟----  6丿J 2「1大阪
カゝ石!' の同志と共に沢王山にピクニーコ〇

30名參加。（內女性7名）。〇6月3日YMCA食 

堂に苫小牧工業學校同志8名の歡迎會を開く。 

16名出席。和氣臨々裡に10時散會。<>7月13 
FI、同志Alexander孃の歡迎會を新京極森永 

喫茶店に開く。16名參會。久しく沈默をまも 

ってゐた同志鳥井篤次郎氏案內でAlexandcr 
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孃出席。中原氏司會の下にEspero合唱の後 

自己紹介。各自昔馴染の來訪に心からの歡迎 

の辭をのべ囘舊談に華がさく。九時半閉會。 

それよリー同打つれてgaja stratoをpromon - 
adiして四條に出る。こ\で同孃及島井氏に 

別れた。祇園氣分滿喫。"月15日例會を 

YゝICA二階第二クラブ室で開く。7時開會 

赤U!氏司會・の下にEspero合唱。自己紹介。 

央戶氏久し振に顏をみせ和闕よりのエス誌の 

放送について詳細說njjo dankleteroをだされ 

たしとの希望を以て終る。Alexander孃も來 

會バハイ運動てついて paroladoありc次に 

島井氏が blindula gazeto u Ligilon より 

Lidja Zamenhof 嬢の Nia majstro 唤年の生 

活を描いた一為を朗讀。中原氏の漫談。渡部 

氏のSomera Domoの發表〇 （丹後山良,にて 

7月17 ロより8JJ17日迄ーケ月24励。詳細 

は京都市寺町夷川カニャ書店宛照會のこと） 

あリ最後に赤田氏のEsp-ujo訪問旅行談あリ 

閉會。同夜十時より朝日命館地下食;堂にて大 

會に對する臨時協議命開催。エス劇團設立の 

提案あり先づ托目見得として名古屋大會にて 

スパらしい出し物をやる豫定。11時散會。

川防 ★大阪エス會——6月18H =會話命
ヽI?乂 （Trapezo）、25日=豫吿の他電氣エス

會紹介（桑原）、7 月 2 〇 =u Kiel mi lernis 
E-on ?，'（進藤;何よりも spirito de lingvo を 

つかめ〇それにはklasikaĵo特にZamenhofaĵo 
を讀むことが大切）。7月9日=R. 0. 7月號 

合評CJEI支部;）、地方機關誌紹介、Japana 
Vespero en Amsterdam C進灘）、7 ）]16 ロ = 

今話會（s-ino西村、ges-roj里吉を圍んで談 

笑）。八月減告=每週火曜午後七時から天六北 

市民館でスラブ篇の硏究の他次の誰演あり〇 

8月6 [|=高妻氏C南米のEsp,邂動）、13 
日=R. O.合評、20日=會話會（Trapezoで）. 

27日=51•吉重時氏（題未定）。

★新星帝ーー週例會、7月中はエス語唱歌の 

練習、指導者村旧氏。月例會、櫻橋股園フル 

ーッパ-ラ-喫茶店2階に於てエス語會話を 

主としての集ひ〇 6 口のHejma Kun«idoを 
16日日曜「|タ同志竹內氏宅に催す。出席者8 
名、會話の練習及び"Kuŝaj Rakontoj nの輪 

韻。6日の月例會出席者1〇名・新顔も見え 

て賑やかだった。

〒巾门 ★神戸エスペラント说會一 6月20 
W 日、月本氏野山氏の提案協會主催若 

松氏國際書房後援の下に近くエスペラント展 

覽會開催の件紹介。。27日前項の件に就き協 

議賛否決せず■委員會附托。〇7月4日元町一町 

目トキワフルーツ穴ーラー第一囘Tekunveno 
出席者18名。數乞の新同志の參加を得、甚 

だ愉快な盛會であった。日第一囘譯文研 

究角出席者一同會議新聞記事のエス譯を試次 

る。却々難しい。◊尙今後は每月犬腔次の日 

割で各種の會を持ち、近隣同志諸賢の是非御 

參加を期待大いに歡迎す。◊第一木曜トキワ 

フルーツ•バーラー Tekunveno.會費少々隨 

范自辨8時より。第二木曜譯文硏究會。第三 

木曜委員會〇第四木曜Esperanto讚者の會〇 

以上各々協を・に於て7時半よリ。

斤ココ ★廣島エスペラント會一◊例會豫 
处"吿、毎月二囘1日15日夕刻高橋氏 

宅、用書なし、（但し8月中及び9 n1日は 

例會なし〇） 06月7日會誌發行。〇6月15 
日例會。高橋、奧村、Sakoi,野村、田島、瀨 

尾出席。吳よリ珍客矢野泰、大下勝、村上芳 

樹の同志諸氏を迎へて盛僉。大いに刺戟さる。 

今後廣必エス僉は縣Qエス會として活動する 

ことを計畫。<>7月1日例會。奧村.瀨尾、 

野村、高橋出席。和エス限定版69號を批評。 

R. 〇・7月號より語學問題二三硏究。オラン 

ダの放送局へ感謝欣發送す。

★高知工スクラブーー6月14 一 23 ロ 
冋刘藤田Syunzo氏指導。エス普及會高 

知支部で開催。8名參加。三新聞にて紹介され 

500枚のビラをまいたのに少數なリしは遺憾。 

勺t? ★野見山氏調査によれば先般の水害 
「乂冢にて相當の被害を蒙られたのは野兒 

山氏は耕作地が水のため耕土流失。中ヽ花 

村兩氏工場浸水。都甲氏浸水二尺餘商業休止

4日間。その他の方々は大した被害なし。

忙厲广女宮崎エス倉一永く宮崎エス會の
1,町 爲めに献身的に盡力して來られた會 

員中村亟利氏は今度香港の□本人小學校に榮 

轉される事になった。七乃末送別會を開催す。 

◊初等講習はEzopoを中心に命話練屮、近來 

進步が廉しい〇硏究會はFnbelcj de Andersen 
I!の輸讚中。今度出た新しいEsp-diskoは 

會合の度に皆によろこばれる。地方同志必携 

品だ。會貝山下の地方機關紙の調査はTarnov 
氏の分は一段落ついたが更に完成を期する爲 

めに全FJ本の古き同志、地方命の御助力を切 

望します（;機關紙に關する事は宮峪市南廣島 

杉山醫院氣付山下イワオ宛にお願ひします）。

長崎
★長崎エス ---- 6月28日、高临

成隣會館における例會には、梅雨最

中の豪雨にもかかわらず15名參集。先ず 

prezidanto松尾氏の開會の辭に初まりEspero 
合唱、近況報吿。久し振りに出席された中用 
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夫人。岡崎及び茅野氏のsalutoの後佐藤孃 

の!askantoの獨唱に一同魅せられ、次の例 

會よりKantoを一つ宛同孃にgvidiして貰 

ふ樣仝員一致”懇請の結果F-ino佐藪の快諾 

を得たり。續いて新進の同志藤原氏のPhv 
Rezono kaj Japana nacieco の題下に Esperanta 
paroladoを聽く。同氏の熱情的なparoladoは 

ともすれば malvigliĝema な長崎の mgado 
にpikpikadoを與えるものである〇最後に 

Tagiĝoの合唱,Ferma saluto の後次の例會 

のPrezidantoとして藤原氏指名さる〇 （井手 

尾氏報）。

內地報道つヾき

C7月19 B——22日迄に到着の分）

仙臺
★仙臺エス會一7月181119時より 

H進堂階上にて第三木礙例好開催。

出席者11名鈴木氏の開會の辭あり今後每月第 

一第三木曜日に例會を開くことに決議した。

っいで逍家氏の阈際通信についての話があり 

續いて前田氏のenigmoのludoで皆を暴笑さ 

せ最後に鈴木氏のエス語での日本滿洲各地都 

市の旅行談に花を咲せた。Tagi僉〇合唱散會。

★今春學窓を出た同志の動靜は——佐々木滋 

氏一熊谷內科へ勤務。書間和男氏一ー野砲 

兵第二聯隊付陸軍:々醫となる。鈴木北夫氏 

ーー小兒科へ勤務。

.★小梅エス協倉一ー7月6ロ坂下ヽ旌 
小2 川氏外會員多數出席。佛敎エス命の 

新聞溝座支持を申合はす。第四囘北海道大會 

へは〇 UEA delegito福IH仁一氏。小樽協會 

員江口音吉氏出席に決定。第24囘!!本大會に 

ついて相談。离橋氏外數氏の意見叶铭あり結

局11本大會のpostkongresoを小桁:へ招待に 

決定し帶廣大會に捉案することとなった。

t厂八川 ★苫小牧エス會一〇5リ7日札
占小イ丈幌エス會藤本、旭川エス會菅原の 

二氏當會訪問。20時よリ岡垣氏宅にて歡迎小 

命。出席前記二氏の外鈴木、村山、田中.菅 

原（弟）、岡垣。05 JJ 24日8時發の列車で 

苦エ同志8名修學旅行にゆく 〇 〇6丿］5日札鐵 

クラブ三崎氏來訪。村山、田中、兩氏同志を 

宿舍に訪問命談す〇 ＜〇6月7日Verda vojago 
一行歸着。〇6月11EU9時より岡垣宅にて第3 
囘月例會。出席15名。苫工學生の旅行・談をき 

く 〇 〇6月27日初講出席14名。參加者學期 

末試驗のためーまづ休粥。試驗終了後再開。 

宀］★富山エス會一新同志の參加と舊
・ 勢力の復超とで俄然活況を呈す。7月 

18日喫茶ハコベで復活初會合。10名出席。每 

金曜19.5時より輸講中心の定例懇談會をも 

つ。用書シエクスビャ篇。ハコベにて。◊初 

講希望者のため渡部隆志氏宅で7月中每タ小 

集角。市外杉原村より3里を自轉車で通卑の 

岩杉正一氏の如き熱心家もあり。

★富山工業學校ーー英語主任鈴木敎粽他三氏 

最近初講をお文績けて硏究中。3、4、學年生 

徒屮希望者約50名に對して二學期初より初 

講開始の豫定。

/呷 ★金澤エス題——06 JJ19 H19.5 
金'*  時尾張町森ハにて今囘翳學博士の學 

位をえられた岡本俊次郞氏のために祝賀會を 

ひらく。坪田氏の開會の辭に始Ŭ岡本博士の 

謝辭あって後塚本博士瀨川敎授諸氏の祝辭あ 

リ和氣議々の中に21.5時Espero合唱會を 

終へた。出席者19名。猶0■の歌を作り塚本 

博士に作曲をお願ひする爭に決定。＜0例符6 
J120 n ？名出席。6月27日7名。7月

4 H 9 名。7 月11 |1 8 名。7 月18 Hli 
名。（;この口會場は都合により瀨川敎授方）。大 

阪外語の荒木俊夫氏歸省出席。すべて會場は 

石浦町石川貯蓄。每木耀19.5峙——21時Z 
讀本輪讀。◊研究部——森町二番丁由比氏方 

にて每土曜19時半より22時。6 M 23 H 
京都の中原修司氏森⑴熊義氏高岡の角疋芳風 

氏山中より竹內藤吉氏等珍客あり〇金澤pno 
は6名。6月30 ロ由比氏出張の爲瀨川氏宅 

へ集る。4名。7月6日6名出席。機關誌 

係交替につき協議後任に营野氏。7 J］13 H 
由比氏白山登山のため荒木氏宅で5名。

厂IUIUE ★七尾エス倉創立—七尾の講習 
C丿リ槪 の計畫は前々も嵌導した6月1Hよ 

りmm淑子嬢捋導にてー適二囘各新聞に記事 

をだし40枚のafiŝojをはり1500枚のチラ 

シを新聞にはさんで宣傳した。巾込者怡名 

あったが參加者9名。7月3日講¢?終了。 

松任氏宅にて茶話會をひらき七尾エス伶を創 

立した。會員□名。代表者は伊藤鍊太郎氏〔七 

用町字藤橋）に決定。丹後關太郞氏時代の七 

尾エス會よりC丹後氏は目下金澤三越支店に 

をられる）十年以上經過した。當日出席者伊 

藤、岡部、鹽崎、村田・IH中、松任の6名。目下 

水除日に例停をもってゐる。7月10日第一 

囘例會。 5名。各地同志との交離をのぞむ。

-.--1- ★臺南エス會—— 7月20nより十日 
曲【沟間王雨卿氏を講師として初誓講習開 

催。所は口金町1丁目共勵義塾內19一21時。 

用書はフ・リントにて。
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遞信從業員とエス語

最近東京市淺草郵便局に於てエス研究會を 

持った。曲員10名で盛んにエス話及遞信用 

語のエス譯を硏究して居る。C寫说參照）猶全 

日本遞倍從業ロを綠化する意企で「遞信エス 

ピスト名簿I作成に着手し出した。同志の熱 

誠な應援と指導を求めて居る。（照會は淺草局 

間宮氏へ）。

★茶樹の細胞學的硏究（豫锻）ーー志村雋氏。 

日本作物學令記界第7卷第2號拔刷。一 

摘要（resumo）がエス語で（Citologin Studo 
pri la Teplantoj）なされてゐる。（8ポイント 

活字で菊判ニ頁のかなり充實したもの）。志村 

氏は農林省茶業試驗場の技師。

★少年地理科學の話——小林房太郞氏著。第 

四部言語の話筑三章の中に「新しくできた工 

スペラント語」といふ見出でエスペラントの 

紹介がかかれてゐる。（四六版300頁定價1圓）

新聞雜誌とエス語

★小梅新聞¢6月23 H）——エス紙上講座 

（小樽佛敎エス會脇坂圭治氏講）開設C第一遍） 

★同（6 n 3〇 ）——同ヒ（第二週）。

★束京口々新聞（7月10•日岩手版）一盛 

岡エス會が蔑國大會へ打くった南部第鐵製の 

ザ博士浮彫についての三段ヌキの大記事。

★學友會報¢6乃19日第37號）（廣烏文理大〉 

ーー學校の外國話C奥村林藏氏 一「季節の 

空」（淸田氏）の中でエス語に就て書いてある。 

法JOPKニュース（廣隔放送局）——7 JJ1H 
第8?號----海外ニュースめ中にイタリーで

のエス放送について書く。 、

★無線通信（第3年第4號'）—（無線技エクラ 

ブ發行）--- エス處女航海記----- silentemulo
cヨコノ、マ富盛氏の講習者の某氏）。

・無風帶C第5號）--- エスペラント研究C2）
——宮尾伸氏講——本誌は裏表紙にしa Zono 
Senventa（Mufu-tai）とあり しiteratura revuo 
de anarkiistoj en Japanujo Z 書いて ある 〇（通 

信は東京ガ淀橋區淀橇719木村方西山氏宛） 

★數厚會誌（廣烏高師）第14輯 一Matemtika 
Fakvortareto en Esp. C奥村林藏氏）〇

★實相哲學C金潭哲學墻會）ーーニ頁にわた 

リエス語の奠の使命を論じてゐる。筆者は相 

坂成盛氏。同誌の一部分をエス譯各圖書餡へ 

おくる豫定。（坪円氏報）。

★械際佛敎通戟第四號 一しiteraturo pri Bu-

daismo en Esp. <I）---- （エス佛敎文化會稿）

★地理學第三卷第四號郵便切手漫話及アテラ 

の話（共にW 口龍雄氏）あちらの話はScienca 
Gazeto 拔萃〇 

★國際觀光第三卷第三號 時事斷想----

〔井上页壽藏氏）一海外觀光茅情（「第27叵萬 

國エス大會■の旅行計畫」なる項あり）。

地方會機關誌

★Eĉ Guto （飯塚）C7號'）——自動車用語。春 

色多事。綠星新婚四組半。婦人と語學（片山 

政子）。通信欄等。

★l a Vinberbrauĉo （キリスト敎）（2 號 ----

聖句冥想（宇都宮）Pri literoj （尾崎儿Jezo, 
Jezuo kaj Jesuo （H. U.）〇 Hejmecaj intimaj 
pagoj, dorstranĉita Masamune （尼崎）等〇

★ Verda Haveno（・横淡）C6—7 月號）。Saluto 
de s-ro F・ 〇, L. Oertel. Homaranismo の成 

長（岩下）。橫濱エス運動資料。Oerte!氏の 

來訪（吉川）等。

★MER （盛岡）<6冃號）。瀨川氏の論文をよ 

みて（岡本）。岡本先生の玉稿をえて（瀨川） 

Bruo, Leteroj. Kroniko 等〇
★エスペラ > ト友く友の會）。6號。——特 

殊人たるをやめよ。和文エス譯。Salono de 
legantoj.菊［刊紹介。

★L& Urso （札幌）（一え六月號）----La motivo
de montgrimpo 4 く前田譯）6 Esenco の譯。野 

生草本のエス名（佐々木人 隐感く浪越）等。

★ Kristanisma Esperanto C創刊號） ノ£ff
敎とエス。イエス傅。初漳エスの學びカ（1）。 

基警敎用語の解說（1）——群馬縣谧川町裡宿 

溢川基督敎會發行。 ・

★I a Bulteno de KEA C神戶）。6號。——Movado 
kaj vivo C永井）。Nia salono 等〇

欢La Grandurso C苫小牧）。6 月號。ĥa adiaua 
tago（岡垣）〇 Adiaŭinte S-ro tJatanabe （藤 

本）〇 Intervjuo kun S-ro Watanabe （五十尿）〇 

渡部先生を送りてく鈴木）。Verda Vojago等〇 

★〇"Delfeno （名古屋）（24號——藪睨（谷 

村）。喫煉室。外人同志と名古屋エス界（山 

出 〇 ABC de Astronomio C上島）〇 Kalkul- 
papero de la infano （山中）〇

★La Verda Stelo C金澤J。6月號——名士會 

見記、泉博士 C坪HI）。 北國新聞豆タンク 

Ml論爭。Diversaĵoj.何報等〇

★ KorTER （:郡山繊道）。3 號。一週年を迎 

へて。倉報吿。◊ 5月號——Heroldoより 

（澤栗）、初溝風景.會澱、導。
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★KPER C京都鐵道）——拔書と情韩（太田）。 

誌上講習（太川）。等。

★La Fervojisto <鐵道聯盟）6月號c先聚者と 

しての自覺と矜恃をOk谷）。FER訪問記〔大 

川）。ベツレヘムの子供等（施澤）。Letero el 
Norda Koreujo （大谷* ）。Du anekdotoj （後 

藤）。報導。

★Marŝu （神戶マルシュ社）5一6號。----我等

の主張。民族語國際語及世界語。ハリコフェ 

ス界の人々。座談存。獨習者のために。中等 

讀物。その他。… '

★Nia Vivo（Marŝu 附錄）。6 月號。Vko de 
Senlaborula laboristo. Fine mi partoprenis la 
majunuan demonstracion.
★ Verda Letero Cコレスボンド）7號〇----私

の提案 C加麓）〇 El mia noto. Virina nomo 
de Ĉ. S. R.友よりの手紙C永田ヽ。比喩法C加 

藤）〇 El notoj.
★La Informilo （北海道大會）3號。

人消 息

★學會評議員久保貞次郞氏は7JJ13 □橫濱 

出帆日米學生會議出席の爲鹿岛立された。お 

厢りは9月下旬との事。米国各地では事情の 

許す限りエス會の人々を訪問の筈。旣に先方 

より歡迎する旨申込んだものもちる由。

★ 6、7月中地方の方々で學佥を訪問された

人々は

赤田熊義（京都）。ハ木長生（上海）。島貫

溝壬“山臺）。榊原 （宇祁宮）。藤田C神戶）

廿庶要く京都）。池川源吉C下關）。淼本（帶

なprotestoをして適當な處32をとらし 

めます。どうか上記へ諸氏およびみなさ 

まにわこの事情を御了解くださいまぜ

13 jui. 1935 Kawasaki-N.
Kuwahara-Th ・

SOK東洋文史研究所創立
（Societo de Orienta Kulturo） ]

〔事務所〕東京市本鄕區駒込動坂町 
326露木淸彥方 ]

目的エスペラントを利用し東西文化の融 

合を計り日本を屮心に束洋の文物史實に關す 

る知識の普及、研究者の交詢（將來は特殊な 

る硏究、調査尊の援助）等。 J
事業 イ、機關誌c明年よリ）及圖書の刊 

行。口、文獻の蒐集調査飜譯.硏究發表、贰 

他。
裁英及所員（決定のもの）露木淸彥・多羅 

尼一郎、小野田幸雄、石黑彰彥、松葉菊延、 

五十凰正已・宮武正道、鹽谷俊次、ハ木長生、 

田村復之助、矢島英男、等々力進、知里国志 

保。
會費イ、維持會貝年額1圓。ロ ・賛助 

會員一時金3圓以上。ハ、特別會員一時金10 
mi以上。
會員1.機關誌の配布。2.新刊圖書の割 

引。3.研究の使宜。4.研究の發表等。
附記 本硏究所は政治的意昧を含まない文 

化團«?であります。

廣）の諸氏。
3£工業化學會と照明學會の用語

Gravaj Mankoj en 
Enciklopedio de Esp, Voi II
第2卷のjapana partoわその一部分 

わn本で校正し玄したが，その部分にも, 

また校正しなかった部分にも,たくさん 

preserarojがあって弱っています〇とく 

にけしからんのわこちらからだしたbio
grafioj が つも載っていないことです〇 

C最初の約束によってbiografioの選擇わ 

cefknnlaborantoj にま かさ れて いる ので 

す;〇 すなわち Kikuzawa S., Mackenzie, 
Manzaŭa M., Sakurada L, Sisido K., 
Sigemacu Tacuiciro, 3'akaliaŝi M. 落ち 

ています。（ただManzaŭaゝLはportreto 
だけでています）。早速Budapestに嚴巫!

工業化學會の「投稿規約」中には

<6;報文にはタイフ•ライター使用の英、 

獨、佛、或はエスペラント語の抄譯2,000語 

以內の添付を要す。

とある。

照明舉會の「雜誌寄犒注意」中には

Cl）文章は漢字及平假名で記したĥ本文 

を原則とするもローマ字書き日本文、國砾 

照明委貝會用語の一つ又はエスペラント文 

による文章でも宜ろしい。

C3） ローマ字書きの著者の氏名ヽ國際照 

明委員會用語cフランス語、イギリス語、乂 

はドイツ語）の一つ又はエスペラント文の 

表題及著者の勤務先の譯文を別紙に記して 

附すること。

とで人ゐる。



大谷大學エス角 .

左より〔前列;）平野、昔蔗、林・ 

〔後列〕金松.太宰・大溪、中野の 

諸氏。

編輯後記
先般の◎灣の段災及び關西九州一帶の水 

害それから靜岡縣の贯災と相ついで各地に 

天災が績出しましたが其術み會々員各位へ 

はお見舞狀さしあげましたが幸ひ大被害を 

蒙られた方々がなくよろこんでをります。 

★今月號は記事輻軟のため續き物の竹取物 

聽及內分泌腺を休載致しました。兩方とも 

語が佳境に入つてゐるので何とかしてのせ" 

たかった・ですが頁の都合がつきませんで 

した。譯者の方々並びに讀者各位へ御わび 

申上げます。

★Luma Rondoでの秋田さんのお話が面白 

かったし將來口本のエス連動史の材料にも 

なるものですから記錄保存の意味もかねて 

本誌へのせさせていたヾきました。

★盛岡エス會でザ博士レリエーフォをつく 

られて之をローマ大會へおくられたのは面 

□い試次と思ひます。

★菅野氏の英語敎師としてのエス語論は最 

近とみに世人の注目をひいてゐる中等學 
校英語學問題に對する一つの丘彈でありま 

せう。
★鐵道省から案內册子Japanujoが出まし 
た。各地地方會等で展覽會の材料等にした 

い力には郵券2錢封入學會宛御申込下さい。 

★鐵道とエス欄は靑木氏公務出張につき 

休載。次號でまとめてのせます。

盛岡エス會二週年記念及加茂氏歡迎會

右より〔前列〕大川、松木、吉mc章）、加茂、 

岩本、井川.瀨川。〔屮列〕赤澤、鈴木、昆・エ 

藤、奧寺、大坪、小原、山口、佐藤（忠）。〔後 

列・）坂出・吉田（治）.龜旧、佐藤〔嘉）.宮川の 

諸氏。

盛岡エス會第三囘初等講習

右より〔前列〕奥寺、弧田、吉田、安本、岩 

本、山口。〔中列〕坂出、井川、工藤、佐藤. 

宮川。〔後列〕瀨川、松木、大川の話氏。

淺草局でのエス講習



聽け,世界を擧げて湧上る此の歡聲!
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新撰和エスがひとたび海外に送られるや,歡聲は全世界に 

湧上り，Heroldo de Esperantoが,いちはやく，その 

26號の卷頭にu Pigmeoj kaj Gigantojの題を揭げて 

激賞し「同書が束洋のみならず,全世界のエスペラント 

運動の名聲に寄與するところ大であることは疑ふ餘地が 

ない。懐疑者にはそれを示すがよい。かかる明白な證據 

に對する反證はあり得ない」と論じた他 本書を新刊紹介 

用に受けた各方面から績々感謝と感激の手紙が寄せられ 

てゐるが,かうしたことは，實に稀有の異例である。それ 

らのうらの二三を擧げれば:——

S-ro Rollet de F Isle （Prezidanto de Esperantista 
Akademio）
驚嘆すべき大辭典の出版をお祝ひ小上げます■•••譯語の 

適否に就いては多年「基礎」に忠實なる貴會のこと故何等 

疑念の餘地はあ9ません。……疑惑者たちにエスペラント

運動の重要性を示すに最も习 する宣傳物••…不撓不屈,

老練の手を以て，大業を遂げた同僚岡木氏へよろしく 〇

鶴

S-ro M・ C・ Butler （Lingva-Komitatano）
（前略）著者初め全日本人の世界に誇るべき大卷です。殘 

念茸がら英語にはこんな立派な辭典はございません。よ 

い例をお示しくださいました。……エスペラントの進步に 

ついて訊ねる者には,いつも見せてやりませう。・••・貴會 

の偉大な犧牲と勞作に對し謹んで脫帽致します。

侯爵 Montezemolo 將軍（Prezidanto de Itala Esper
antista Federacio）
（前略）偉大なる好至業に誠心誠意お祝ひ中上げます。…… 

全エスペラント運動はこの眞に巨大なる事業に對し感謝 

すべきです。我々は當地の同志に鼻高々と見せてやりま 

したが,そのとき，どんな印象を與へたかは御想像も及び 

ますまい。••••蔑國大會にはローマで展豐會を開きます 

が,その際には貴著を最も適當な場所に置きませう。（後略）

Pastro A. Cseh （Internacia Cseh-Instituto de Esp.）
（前略）同書『大型版』はま會のコレクト中の誇リとして 

エスベラント運動の進步の證據として常に役立たせませ 

う〇 （後略）。 ?



ニエスベラント夏期大學7
H學會主催でハ月十二口から二十四口まで豳

〒一 =東乐で …

エスペラント運動に對する認識を深め,言語工スペラントに關する知識を 

廣め，それの技術を高めさせ,直接には,これによって,言語上の優秀な 

る抜^?者と運動上の有能なる戰士を養成し,ひいては,エスペランチスト 

•-•般の水準を引きあげるための一つの企てとして,今年から毎年夏期大學 

を開くことに致しました。今年は最初の企てでもありますので,講座科目 

は總べて槪論的なもののみを選びまし7二。どうか査って御出席くだ•さい。

夏期大舉聽講規定

1•期間

3•時日

3•科目

8月12日から24日まで

月,火,木,金，土（卽ち,水,日を除く）午後7時から10時まで, 

最初の2時間半を講義に當て,殘りの半時間を質問その他に當てる。

目および講師は下記の通りで,一日一科目づつとする。ただし日 

割りは必ずしも下記の順序に依らない。C日割は決宅次第申込者へ 

通知します）。

弘國際語史

エスペラン ト運動史
世界の部

日本の部

高

伊

小

エスペラント文學序論

エスペラン ト語學槪論

エスペラント學.....  

エスペラント文法論・ 

エスペラント敎授法・ 

エスペラント飜譯論・

三

岡

磯

小

佐

中

ネ

藤

坂

宅

本

城

虎 

坂

々

垣

西 

狷 

史 

好

狷

兒

平 

次 

巖

佑 

郞

最終日は座談會とI,相互の懇親および質問の補充に當てる

4. 會费

5. 會場

6•申込

財屢法人日本エスペラント學會事務所階上 

開講當日までに學會あて申込のこと。（開講當口も受附）。

★ SOMERA UNIVERSITATO DE ESPERANTO ★



夏休の讀物特賣

ハ月三"一日までの御註文に限5特價提供

期間中でも賣切の場合はお斷りいたします

Volter: K A N D I D 四六判160頁定m1mi65錢 
特價1園•送料4錢

十八世紀の大啓蒙作家が樂觀主義排擊のために書いたものであるが，今日 

の讀物としても,示唆に富み非常に興味深い。

ドイツの大新冏に揭載され百萬の讀者を熱狂させた小說。

Kloepffer:
k

VAGABONDO KAJ SINJORINO 髓 S

上製4IH 2J錢・特價2囿40錢・送料6錢C並製は定價通り）

Remarque: LA VOJO RETURNE 四六判370頁

上製定價6圓C0錢•特價3園50
並製定價4圓70錢•特價 3

・送料21錢

・送料21錢

「西部戰線異狀なし」の著者の第二作「その後に來るもの」。

Puŝkin : EŬGENO 0 N E GIN 菊半栽236頁

a

宦價2圓£0錢•特價1團83 •送料4錢

ロシア文學史上に一犬新紀元を劃した情熱の叙事詩「オネーギン」。

herer : ĈIRKAŬ LA MONDON kun verda stelo
四六判272頁•宦價4凰•特價2圜40 ・送料15錢

美しく珍らしい寫眞版數十葉入のエスペラント世界没遊記。

mains : K N 0 C K 四六判？8頁・定價1圓20錢 
特價70錢•送料2錢

一名"La Triumfo de Medicino n と する諷刺的三幕喜劇。

Lavrenev: DISROMPO 萄判47頁•定價80錢 

特價50

ロシア*命勃發に取材の四幕劇 。赤色巡洋艦首都への進擊。



PER BALONO AL LA POLUSO

ノ
菊判410頁•定價6圓•特價4 ・送料21錢

氣球に身を委ねて北極探險を志したアンドレー一行の氷上彷徨を三十年後 

遺骨と共に發見されたロ記によって記述したもの。當時を偲ばす得がたい 

貴重な寫眞數十葉入。

Welzl：
禹

RIDEK JAROJN EN ORA NORDO
四六判310賈•上製4圓£0錢•特價3 ® •送料!5錢 

極北黃金境に過ごすこと三十年,エスキモーの酋長になるなど數奇な實話。 

改造社から出版の中垣氏譯はこのエスペラント文獻から〇

クレスタノフの名譯になる詩，散文を集めたブルガリヤ文學選集。

Krestanoff: 
パ

BULGARA ANTOLOGIO
菊判248頁•定價3圓・特價2圜•送料6錢

フランドル文學のお匠の長篇@作。譯はプルトイスの靈筆。

Conscience :
/

LA LEONO DE FLANDRUJO
菊人判310頁・上製6 ¢3 40錢•牝價4回・送料21錢 

並製5 50錢・特1賈3 I® 60錢•送料21錢

Ibsen : IMPERIESTRO KAJ GALILEANO
菊犬判276 H ・上製6间40錢・特價4圓•送料21錢 

並製& IRI 50錢•特價3圖60錢•送料21錢 
.'一・北歐の文豪イフ•センの名高い五幕歷史劇。ブルトイス譯。

PRI TEORIO DE ESPERANTO
四六借判83頁• 1〇 20錢•鸵價70錢•送料4錢

ソヴェートのエスペラント理論の雄ドレーゼン著。踞エス對譯。

Varankin : TEORIO DE ESPERANTO
菊判76 II ・应借3圓•特價1 50錢•送料4錢

屈折語の理論で理論したエスペラント。

克卸处蹶日本エスペラント學會
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Vハ月號主要內容0

古い日記帳から.... .................. 山鹿泰治

ハーレー彗星がその無氣味な姿を天の一角に見せた年,アンリ・ 

ファルマ”が懸賞飛行に成功しエスペランチスhになった年。 

この年,わが國では,黑勝美博士は外國から歸って來られた。 

その頃の若い闘志の感徼の日記から。

今月の映畫ものがたり・夕暮の歌

なつかしのトレイリイ匚「夕暮れの歌」主題歌エス譯J 
牛と犢,その他Cイソップ物語!！.................中垣虎兒郞

別れる時の挨拶〔日常の會話3........................田代晃二

JとYとUとW匚問に答へる2).....................岡本好次

倉地治夫 

由里忠勝 

小坂狷二 

久保貞次郞 

岩下順太郞 

吉田克己

翻 讨;

和文エス譯................

AFEROJ EN JAPANUJO 

造語法,前置詞Da.............
改革の機運鈕動組織槪要〕 

春の行方...................

地名のロマンツォ

0新刊卜

三宅史平・シいクスビ”悲劇请…・30錢・送料2錢

久保林次郞・エスペラント沖話・・・・40・を・送料2錢

0近刊0
野原休■日本書紀

中垣虎兒郎・飜押實驗來

高木弘・文好戲卜北歐れ <!圖書目錄お申越次第送呈>


